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P生活習慣病予防食　No.58
副菜　野菜のナムル（中華風和え物）

■材料（４人分）

…………………1/2本

…………………………1袋

……………………１束

…………………1かけ

……………大さじ２

……………………大さじ２

　…………小さじ２

………………小さじ１

………………小さじ２

………少々

……少々

エネルギー：
たんぱく質：

脂質：
塩分：

76kcal
4.1g
3.8g
1.1g

■作り方

１人分の
栄養価

①にんじんは皮をむいてせん切りにする。もやし
は、できればひげ根を取る。 ほうれん草は、根元
をよく洗っておく。

②熱湯でにんじんを2分ほどゆで、ざるにとって水
気をきる。同じ熱湯にもやしを入れて同様にゆ
で、取り出し水気をきっておく。さらに、同じ湯で
塩少々を加えてほうれん草をゆで、冷水にとっ
て水気を絞り、３～４cmの長さに切る。 

③にんにくをすりおろし、大きめのボールに入れる。
④③のボールに（A）の調味料を入れて混ぜ合わせる。
さらに野菜をすべて入れて混ぜ合わせ、器に盛る。 

野菜は火を通すことで、かさを減らし、たっぷり
とることができます。
水気をしっかり切ってから、味をつけましょう。

副会長　東金支部　髙俊江

にんじん

もやし

ほうれん草

にんにく

　しょうゆ

　酢

　すりごま（白）

　砂糖

　ごま油

　鶏がらスープの素

　一味（七味）唐辛子

ボランティアセンター夏まつり

第13回フードドライブに御協力ください！

お祝い品を贈呈しますので、対象

になるご夫婦は８月5日（金）まで

に、東金市社会福祉協議会(☎５２

－５１９８)へご連絡ください。

夏休み最後の思い出に星空の下で映画を見ましょう！

日時：８月２５日（木）１８時３０分～２０時

集合：ふれあいセンター中庭

　　　（荒天時はセンター内）

内容：ムーミン（おじいさんは手品師）

　　 はれときどきぶた

　　 校長先生がおよいだ

協力：映画上映ボランティア

　　 麦わら帽子

参加費：無料

持物：座布団など（必要な方）

※先着で100名にポップコーンの

　プレゼントがあります。

※中学生以下のお子さんは保護者同伴でお願いします。

　左記のお祝いの品（お食事券）を利

用できる市内の飲食店を募集していま

す。ご夫婦の素敵な記念日をお祝いし

ていただけませんか？

　ご協力いただける場合には、７月29

日（金）までに、東金市社会福祉協議会

（☎５２－５１９８）へご連絡ください。

詳細をご説明いたします。

○平成27年度協力店
蕎麦口福東京庵、中国料理蓬莱閣、
寿司割烹三はし、とんかつ・和食みつはし、
リストランテポンテ・テルツォ、
八鶴亭、中華海鮮アジアン、和食かしま、
エストーレホテルアンドテニスクラブレストラン
ベルコリン

対象：

市内在住で、平成２８年４月１日～

平成２９年３月３１日までに結婚５

０周年を迎えられる（昭和４１年４

月１日～昭和４２年３月３１日の間

に結婚）ご夫婦。

バザーに関するお願い
○福祉バザーの品物は、すべて市民の皆様のご寄付です。価格を安く提供することが目的で
はありません。
○福祉バザーの売上は、地区社協活動等のために使用をさせていただいております。
○同一商品の価格は均一にするよう配慮しておりますが、差が生じる可能性もあります。
○バザー会場内では専用の買い物袋をご用意いたしますのでご使用ください。
○会計後は、そのまま出口からご退場ください。会計済の買物袋を持ったまま会場内を歩くこ
とはできません。スタッフからご退場をお願いすることがあります。
○マナーを守り、他のお客様の迷惑とならないようご協力ください。

ご理解・ご協力をお願いいたします。

第32回福祉バザー第32回福祉バザー ～地区社協活動・
　ボランティア活動のために～
～地区社協活動・
　ボランティア活動のために～

　福祉バザーは「地区社協活動とボランティア活動推進
のための財源づくり」と、この一大行事を様々な方々の協
力のもと開催することでの「顔の見える関係づくり」を目
指し、今年で３２回目の開催を迎えました。
　各地域ではご提供品の収集や値付けが行われ、着々と
準備が進んでいます。福祉バザーへの参加は人それぞれ
です。事前の品物の提供、提供品の収集や値付け、当日の
販売、スタッフの食事用意、駐車場や会場の整理、そして
お客さんとして商品を購入。福祉バザーは、地域の皆さん
のちからで開催されている手づくりのイベントです。
　タオル一つ、せっけん一つの購入が地域福祉活動につ
ながります。「ふれあいとささえあいのある住みよいまち
づくり」に向け、ぜひ福祉バザーにご参加ください。ご来場
をお待ちしています。

クイズに答えてクオカードをもらおう！！
　次の①～⑤までの内容を記入の上、ハガキまたはEメールにてご応募
ください。抽選で10名の方にクオカード（500円分）をプレゼントいたし
ます。なお、結果の発表は、当選者への発送をもって代えさせていただき
ます。　
　①クイズの答え ②氏名 ③住所 ④電話番号
　⑤社会福祉協議会、あるいは福祉だよりへのコメント

ヒント ： 福祉だよりをよく見てみよう締切  ： ６月３０日（木）消印有効

第１問　福祉バザーは今年で何回目？　
第２問　金婚式は結婚何周年？　

第3問　「夏ボラ」に協力してくれるボランティアグループ・
福祉施設の名前を一つ教えて？

　

　先日、小学生の女の子が古切手整理に来てくれました。図工が好きな子で「たのし
そうだな」と手伝ってくれていたそうですが、整理した古切手が業者さんに買い取ら
れ、車いすなどを買う費用になる事を説明すると「もっといっぱい古切手整理をした
い」と言ってくれました。自分の楽しみだけではなく、誰かの為にという想い･･･もう
立派なボランティアさんです。（スタッフＫ）

社 協 の つ ぶ や き

とうがね社協におたより

ご協力ありがとうございました！

　地域住民にボランティア活動について普及啓発し、理解いただ
き、ボランティア活動への意識向上やボランティア同士の連携・相
互の交流を目的にまつりを開催します。

　まだ食べられるのに捨てられてしまう･･･そんな食品を回収し、県内の
福祉施設や支援団体を通じ、生活に困窮している方に食品をお配りして
いる「フードバンクちば」という団体があります。
　本会はフードバンクちばが行う食品の回収「フードドライブ」の受け取り
窓口となっています。ご家庭で不要な食品がございましたらぜひご寄贈く
ださい。

日　時：
会　場：
内　容：

８月6日（土）10:00～14:00（9：30開会）
ふれあいセンター
様々な団体による活動紹介、展示、演芸（ステージ）、販
売に加え、遊びの広場等も予定しています。

回収期間：
回収場所：
ご注意いただき点

平成28年5月16日（月）～6月30日（木）
東金市社会福祉協議会

○賞味期限が2ヶ月以上ある　○常温で保存が可能
○未開封であり、破損等で中身が出ていない
※お米は平成26・27年度産でお願いしています（玄米可）

　当日の運営に携わって下さるボランティアを募集しています ！
夏休みの思い出に、楽しみながらボランティアをしてみませんか？

★ボランティア募集！！

※詳しくはボランティアセンターまで！

※詳しくはボランティアセンターまで！

「夏ボラ」しませんか？？
～夏休みボランティア体験～

　長い長い夏休み、遊んで、部活をし
て、楽しく過ごす予定があると思いま
すが、今年の夏休みは「ボランティア」
をしてみませんか？ 自分の時間を使
って、いろんな人のお手伝いをして
みると、そこには今まで感じた事の
ない充実感が・・・。夏休みの課題や、
福祉職を目指す学生には最適です！

内　容：
（予定）

対　象：
日　程：

費　用：

　　　福祉施設へ行ったり、ボランティアグループに参加して　
　　　ボランティア体験をします。
　　○ボランティアグループ
　　　朗読奉仕つくし会/映画上映ボランティア麦わら帽子/れ
　　　んげの会・豊成地区いきいきクラブ（高齢者サロン）/手
　　　話サークルみち/おもちゃの図書館とんとん/コスモス
　　  城西（地域活動）/点字グループひまわり
　　○障がい児者施設
　　　マナの家/カバの家
　　○高齢者施設
　　　五根の家/ゆりの木苑/福福の里/両総/リハビリテーショ
　　　ンレッツ倶楽部東金/はっぴーらっきー/ジャパンケア東
　　　金/ガーデンコート東金/東金しあわせの家/チェリーハ
　　　ウス/東金なごみ館/豊成なごみ館/なのはな
　　　市内在住の小学校4年生以上
　　　開校式（オリエンテーション）7/20（水）
　　　活動　7/21～8/27　※各団体の受入れ状況によります
　　　閉校式（活動体験報告会）8/26（金）
　　　150円（ボランティア保険料として）

地区社協・ボランティア活動へ地区社協・ボランティア活動へ

東金市田間三丁目9番地1

開館時間……… 9：00～17：00

ボランティア相談…１３：00～17：00

開  館  日……… 月～金曜日
（土、日、祝日及び17時以降の利用は、届出が必要）

Tel:52-5198 Fax:52-8227

始めようボランティア

「ボランティア活動がしたい」「ボランティアを紹介してほしい」
「どんな活動があるのか知りたい」
 ふれあいセンター２Fです、お気軽にどうぞ！ E-m a i l：togane . s hak yo@cronos . o cn . n e . j p

ボランティアセンター

A

対象になる方はお申込みを！対象になる方はお申込みを！ 金婚祝い事業協力店募集！金婚祝い事業協力店募集！

金婚式をお祝いします金婚式をお祝いします
とうがね社協ひろば開催！とうがね社協ひろば開催！

「星空映画会」「星空映画会」

と　き：平成28年６月19日（日）
　　　  9時～14時（12時～13時は休憩）
ところ：ふれあいセンター

と　き：平成28年６月19日（日）
　　　  9時～14時（12時～13時は休憩）
ところ：ふれあいセンター

東金市食生活改善協議会

ステージでダンスを披露

昨年は雨のため屋内で…

各団体が様々な催しを用意しています

目の不自由な方の
ガイドヘルプを体験

提供・収集 提供・収集 

販売・購入販売・購入

値付け値付け

搬入搬入

福祉バザーへの参加
から地域福祉活動へ

〒283－0005東金市田間3丁目9番地1
　　　　　　  （ふれあいセンター2階）

社会福祉法人

東金市社会福祉協議会

E-mail  togane.shakyo@cronos.ocn.ne.jp
URL  http://www.togane-shakyo.jp/No. 139

この広報紙は、皆様からの会費、共同募金の配分金によって発行しております。

社協（社会福祉協議会）は、民間組織としての「自主性」と、広く住民の皆様や
社会福祉関係者に支えられた「公共性」という２つの側面をもって活動しています。

0475ー52ー5198
0475ー52ー8227

発行ＴＯＰＩＣＳ

第32回福祉バザー
金婚式をお祝いします
とうがね社協ひろば開催
平成27年度事業報告
平成27年度収支決算
ボランティアセンター
とうがね社協におたより
生活習慣病予防食

P1    ・
・
・

P2、3 ・
・

P4    ・
  ・
・

平成 28 年（2016 年）6月10日平成 28 年（2016 年）6月10日 第139号（1）第139号（4）

福祉だより　年5回（5/1・6/10・8/1・10/1・1/1）20,500部　発行



楽しい夏休みにするために！　～夏の交通安全教室～

★理事会5回
★評議員会2回
★監査2回
★会員の募集
　11,807世帯（11,803）
★福祉バザー
★チャリティーゴルフコンペ
★プルタブ、使用済み切手収集
★カード収集

法人運営事業
（　）は前年度

調査・研究・企画・普及・宣伝事業
★「福祉だより」発行５回
★ホームページの運営
　・http://www.togane-shakyo.jp/
★おしらせスタンドの設置
★福祉のまちづくりポスターコンクール
★くらしの講演会

会費
事業収入
共募配分金
基金取崩
　収入計

事業費
　支出計

4,776円
318,000円
679,500円
1,002,276円

331,500円
670,776円
1,002,276円

地域福祉活動推進事業（地域福祉の推進）
★１２地区社協を設置
★地区社協会長連絡会4回
★福祉活動推進員会議3回
★地区社協事業補助

　・ふれあい広場事業　16件（15）
　・広報、啓発事業　25件（26）
　・在宅福祉事業　47件（47）
　・ボランティア支援事業　2件（5）
　・その他の住民福祉事業　4件（5）
　・地域福祉座談会　2件（0）

★ふれあい物品貸出

　・車椅子　・ポップコーン機　　
　・高齢者疑似体験セット　・かき氷機
　・メガホン　・わたあめ機　・点字盤
　・発電機　・ポータブルアンプ　・テント　・OHP　
　・わなげセット　・スクリーン　など

会費
バザー収益金
事業収入
補助金
共募配分金
　収入計

事業費
地区社協活動費
負担金
　支出計

2,090,043円
1,024,508円
21,000円
400,000円
2,006,453円
5,542,004円

427,170円
5,114,834円

0円
5,542,004円

会費
寄付金
バザー収益金
補助金
利息等
基金取崩
繰越金
　収入計

人件費
事務費
負担金
積立金
次年度繰越金
　支出計

3,135,141円
1,429,462円
402,733円

30,969,682円
317,588円
60,000円

3,631,434円
39,946,040円

31,546,347円
3,332,379円
43,000円
704,910円
4,319,404円
39,946,040円

631,534円
408,962円
1,137,032円

0円
2,177,528円

2,177,528円
2,177,528円

270,913円
14,615円
51,100円
611,676円
1,115,868円
184,000円
2,248,172円

1,115,868円
171,768円
29,245円
916,676円
14,615円

2,248,172円

会費
寄付金
事業収入
バザー収益金
補助金
助成金
　収入計

人件費
事業費
事務費
ボラ助成金
繰越金
　支出計

2,037,500円
18,000円
315円

2,358,874円
4,414,689円

1,742,500円
292,500円
2,500円

0円
2,377,189円
4,414,689円

受託金
償還金
利息
前年度繰越金
　収入計

人件費
事業費
事務費
貸付金
次年度繰越金
　支出計

★ボランティアセンター
　・相談件数　1,263件（1,812）
★ボランティア登録
　・個人　44名（44）
　・91グループ（98）
　  2,156名（重複あり）
★ボランティアまつり
★ボランティア養成講座
　・ボランティアスクール、
　 ガイドヘルプボランティア、
　 聴覚障がい者支援ボランティア、
　 レクリエーション講習
★ボランティア活動費助成
　・活動費助成　56グループ（61）
　・学習会助成　5事業（6）
★福祉教育活動への協力
　・小学校5　区1
★ボランティア交流会、
   センター説明会

ボランティア活動推進事業

★心配ごと相談所（毎週火曜日）
　・相談件数141件（220）
★相談員研修会
★暮らしの中の法律（弁護士）相談
　・毎月１回（予約制）１日１０名
　　（5月、8月、11月、2月は2回）

相談事業

★法外援護（交通費・生活費）
★福祉作業所（指定管理）
　・契約者数22名(22)
　・サービス回数4,879回(4,922)
★簡易マザーズホーム（指定管理）
　・契約者数58名(57)
　　※児童発達支援42名、
         放課後等デイ16名
　・サービス回数3,259回(3,388)
　　※児童発達支援2,601回、
         放課後等デイ658回
　・訪問療育支援、外来療育支援、
　  外来療育相談支援、
　  施設支援指導

受託事業低所得者支援事業
★東金市福祉資金の貸付
　・貸付件数　9件（10）
　・償還完了　1件（0）
★生活福祉資金（県社協受託）の貸付
　・貸付件数　152件（159）
　・新規件数　9件（17）
　・償還完了　12件（11）
　・免除件数　4件（0）
　・相談件数　79件（82）
★老障資金（県社協受託）の貸付
　・貸付件数　1件（0）
　・相談件数　0件（1）
★臨時特例つなぎ資金の貸付
　・貸付件数　0件（0）
　・相談件数　0件（0）

社協はこんな活動をしました（平成２7年度） 地域福祉活動推進事業（在宅福祉サービス）
★ささえあいサービス（月2回）
　・利用者　80名（89）
★福祉テレホンサービス（週1回）
　・利用者　6名（6）

★福祉用具貸出サービス
　・車いす　・床ずれ予防マット
　・松葉杖

★福祉カー貸出サービス
　・194回（141）
★ふれあい移動サービス
　・実施回数　1,046回（1,121）
　・利用会員　51名（45）
　・協力会員　17名（20）
★ふれあいサロン活動者情報交換会

★とうがね社協ひろば
　・ふるさとバスツアー
　・星空映画会
　・クラシックコンサート

会費
寄付金
事業収入
補助金
歳末配分金
前年度繰越金
　収入計

事業費
配分金
次年度繰越金
　支出計

平成２7年度収支決算

共同募金配分事業

資金収支計算書【一般会計】 財産目録
平成28年3月31日現在 (単位：円）(単位：円）平成２7年４月１日～平成２8年３月３１日

資産の部

負債の部

流動資産 
　現金預金 
　事業未収金 
　未収金 
　１年以内回収予定長期貸付金
固定資産 
　基本財産 
　その他の固定資産 
資産合計 

38,783,754
29,093,407
9,056,735
178,712
454,900

115,888,542
1,000,000

114,888,542
154,672,296

流動負債 
　事業未払金 
　その他の未払金 
　預り金 
　職員預り金 
　前受金 
固定負債 
　退職給与引当金 
負債合計  
差引純財産

7,969,034
117,622
7,149,341
78,450
621,221
2,400

71,066,850
71,066,850
79,035,884
75,636,412

人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
配分金支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出
固定資産取得支出
積立預金積立支出
その他の活動による支出
予備費

6,162,600
1,673,677
40,798,131
5,709,510
18,000

4,250,907
2,744,645
50,952,471
184,000
12,621
350,382

0
236,940
219,120

32,463,432
145,776,436

4.2%
1.2%
28.0%
3.9%
0.0%
2.9%
1.9%
35.0%
0.1%
0.0%
0.2%
0.0％
0.2％
0.1%
22.3%
100%

83,632,320
9,690,061
4,113,006
2,744,651
502,875
42,000

7,308,480
98,520
90,365
136,728
1,899,410
5,158,200

0

115,416,616

78,431,956
11,227,121
3,892,869
2,195,798
516,600
△117,945
7,602,873
1,139,309

0
2,808,548
1,658,364
4,157,360

0

113,512,853

72.5%
8.4%
3.6%
2.4%
0.4%
0.0%
6.3%
0.1%
0.1%
0.1%
1.6%
4.5%
0.0%

100%

科　　　目            金　額    比 率   26年度  科　　　目           金　額    比 率    26年度  

収
　
入
　
の
　
部

支
　
出
　
の
　
部

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業等収入
事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
助成金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
固定資産売却収入
積立預金取崩収入
その他の活動による収入
前期末支払資金残高
合　　計 合　　計

★一般配分事業
　・地区社協活動推進事業（再掲）
　・福祉だより発行（再掲）
　・くらしの講演会（再掲）
   ・ホームページの運営（再掲）
　・百歳祝い事業
　・金婚祝い事業
　・障害者週間イベント
　・障がい者ふれあい旅行
　・おもちゃ図書館支援（月1回）
　・親子ふれあいクッキング
　・出産祝い事業（紙おむつ贈呈）
　・子育てサロン（月1回）
　・共同募金通信発行1回
　・各種団体助成
　・災害見舞金
★歳末たすけあい事業
　・歳末大掃除サービス
　・年越し・おせち料理配布
　・歳末友愛訪問（干支色紙）
　・ささえあいサービス（再掲）
　・暮らしの中の法律相談（再掲）
　・心配ごと相談所（再掲）
　・子どもの遊び場設置
★共同募金運動への協力
　・赤い羽根募金　7,236,323円
　・歳末たすけあい募金　1,820,961円
　

事業収入
共募配分金
歳末配分金
　収入計

事業費
助成金
負担金
　支出計

　繰出金

広告募集
　「福祉だより」は、年間５回発行
しています。
　ただ今、広告主を募集してい
ます。広告のサイズは１枠縦50
ミリ、横70ミリを基本とし、１枠
5,000円（１回）です。
　あなたの会社やお店の広告
が、福祉に役立っています。

☆お申込みは
　東金市社会福祉協議会まで
　☎0475（52）5198

　青少年相談員連絡協議会では、夏休み中の事故を
減らしたいとの願いから交通安全教室を開催します。

○日  時　平成２8年７月3日（日）１３時20分～
○会  場　東金文化会館大ホール
○内  容
　第１部　交通安全ビデオ「はじめにおぼえる交通安全」
　第２部　交通安全のお話（千葉県警察本部）
　第３部　お楽しみ映画「ミニオンズ」（91分）
○対  象　小学生、就学前児童及び保護者
○費  用　無料
○問合せ　東金市生涯学習課　ＴＥＬ　５０－１２０５

楽しい夏休みにするために！　～夏の交通安全教室～楽しい夏休みにするために！　～夏の交通安全教室～

会費
事業収入
歳末配分金
　収入計

人件費
事業費
　支出計

92,900円
1,438,580円
528,581円
2,060,061円

1,720,623円
190,795円
3,515円
8,400円

136,728円
2,060,061円

★日常生活自立支援事業の推進
　・利用者数20名（14）
　・新規者数5名（ー）
　・相談件数29件（ー）
　・生活支援員登録者16名（14）

福祉サービス利用援助（すまいる）事業
事業収入
委託金
補助金
　収入計

人件費
事業費
事務費
負担金
固定資産取得費
　支出計

サービス収入
事業収入
就労支援収入
受託金
寄付金
基金取崩
前年度繰越金
　収入計

人件費
事業費
事務費
就労支援事業費
負担金
貸付金
次年度繰越金
　支出計

30,193円
150,000円
1,113,640円
593,000円
648,571円
539,100円
3,074,504円

2,353,048円
502,875円
218,581円
3,074,504円

96,800円
2,184,515円
216,929円
2,498,244円

1,177,154円
1,276,970円
44,120円

2,498,244円

4,471,556円

▲地域で開催されるふれあい広場

▲チャリティゴルフコンペ

▲ふれあい移動サービス

横断歩道は手を上げて

▲子育てサロンで歯科衛生士さんのお話

▲

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
講
習

50,952,471円
472,688円
2,744,645円
2,233,430円
79,600円
127,440円

25,934,024円
82,544,298円

53,349,927円
2,229,322円
745,367円
2,744,651円

3,000円
42,000円

23,430,031円
82,544,298円

6,211,600
1,629,454
40,162,121
9,638,053
12,000

4,246,591
2,195,817
52,501,512
206,000
18,705
387,953
50,000

2,692,343
7,280

26,016,856
145,976,285

平成 28 年（2016 年）6月10日 平成 28 年（2016 年）6月10日第139号（2） 第139号（3）



楽しい夏休みにするために！　～夏の交通安全教室～

★理事会5回
★評議員会2回
★監査2回
★会員の募集
　11,807世帯（11,803）
★福祉バザー
★チャリティーゴルフコンペ
★プルタブ、使用済み切手収集
★カード収集

法人運営事業
（　）は前年度

調査・研究・企画・普及・宣伝事業
★「福祉だより」発行５回
★ホームページの運営
　・http://www.togane-shakyo.jp/
★おしらせスタンドの設置
★福祉のまちづくりポスターコンクール
★くらしの講演会

会費
事業収入
共募配分金
基金取崩
　収入計

事業費
　支出計

4,776円
318,000円
679,500円
1,002,276円

331,500円
670,776円
1,002,276円

地域福祉活動推進事業（地域福祉の推進）
★１２地区社協を設置
★地区社協会長連絡会4回
★福祉活動推進員会議3回
★地区社協事業補助

　・ふれあい広場事業　16件（15）
　・広報、啓発事業　25件（26）
　・在宅福祉事業　47件（47）
　・ボランティア支援事業　2件（5）
　・その他の住民福祉事業　4件（5）
　・地域福祉座談会　2件（0）

★ふれあい物品貸出

　・車椅子　・ポップコーン機　　
　・高齢者疑似体験セット　・かき氷機
　・メガホン　・わたあめ機　・点字盤
　・発電機　・ポータブルアンプ　・テント　・OHP　
　・わなげセット　・スクリーン　など

会費
バザー収益金
事業収入
補助金
共募配分金
　収入計

事業費
地区社協活動費
負担金
　支出計

2,090,043円
1,024,508円
21,000円
400,000円
2,006,453円
5,542,004円

427,170円
5,114,834円

0円
5,542,004円

会費
寄付金
バザー収益金
補助金
利息等
基金取崩
繰越金
　収入計

人件費
事務費
負担金
積立金
次年度繰越金
　支出計

3,135,141円
1,429,462円
402,733円

30,969,682円
317,588円
60,000円

3,631,434円
39,946,040円

31,546,347円
3,332,379円
43,000円
704,910円
4,319,404円
39,946,040円

631,534円
408,962円
1,137,032円

0円
2,177,528円

2,177,528円
2,177,528円

270,913円
14,615円
51,100円
611,676円
1,115,868円
184,000円
2,248,172円

1,115,868円
171,768円
29,245円
916,676円
14,615円

2,248,172円

会費
寄付金
事業収入
バザー収益金
補助金
助成金
　収入計

人件費
事業費
事務費
ボラ助成金
繰越金
　支出計

2,037,500円
18,000円
315円

2,358,874円
4,414,689円

1,742,500円
292,500円
2,500円

0円
2,377,189円
4,414,689円

受託金
償還金
利息
前年度繰越金
　収入計

人件費
事業費
事務費
貸付金
次年度繰越金
　支出計

★ボランティアセンター
　・相談件数　1,263件（1,812）
★ボランティア登録
　・個人　44名（44）
　・91グループ（98）
　  2,156名（重複あり）
★ボランティアまつり
★ボランティア養成講座
　・ボランティアスクール、
　 ガイドヘルプボランティア、
　 聴覚障がい者支援ボランティア、
　 レクリエーション講習
★ボランティア活動費助成
　・活動費助成　56グループ（61）
　・学習会助成　5事業（6）
★福祉教育活動への協力
　・小学校5　区1
★ボランティア交流会、
   センター説明会

ボランティア活動推進事業

★心配ごと相談所（毎週火曜日）
　・相談件数141件（220）
★相談員研修会
★暮らしの中の法律（弁護士）相談
　・毎月１回（予約制）１日１０名
　　（5月、8月、11月、2月は2回）

相談事業

★法外援護（交通費・生活費）
★福祉作業所（指定管理）
　・契約者数22名(22)
　・サービス回数4,879回(4,922)
★簡易マザーズホーム（指定管理）
　・契約者数58名(57)
　　※児童発達支援42名、
         放課後等デイ16名
　・サービス回数3,259回(3,388)
　　※児童発達支援2,601回、
         放課後等デイ658回
　・訪問療育支援、外来療育支援、
　  外来療育相談支援、
　  施設支援指導

受託事業低所得者支援事業
★東金市福祉資金の貸付
　・貸付件数　9件（10）
　・償還完了　1件（0）
★生活福祉資金（県社協受託）の貸付
　・貸付件数　152件（159）
　・新規件数　9件（17）
　・償還完了　12件（11）
　・免除件数　4件（0）
　・相談件数　79件（82）
★老障資金（県社協受託）の貸付
　・貸付件数　1件（0）
　・相談件数　0件（1）
★臨時特例つなぎ資金の貸付
　・貸付件数　0件（0）
　・相談件数　0件（0）

社協はこんな活動をしました（平成２7年度） 地域福祉活動推進事業（在宅福祉サービス）
★ささえあいサービス（月2回）
　・利用者　80名（89）
★福祉テレホンサービス（週1回）
　・利用者　6名（6）

★福祉用具貸出サービス
　・車いす　・床ずれ予防マット
　・松葉杖

★福祉カー貸出サービス
　・194回（141）
★ふれあい移動サービス
　・実施回数　1,046回（1,121）
　・利用会員　51名（45）
　・協力会員　17名（20）
★ふれあいサロン活動者情報交換会

★とうがね社協ひろば
　・ふるさとバスツアー
　・星空映画会
　・クラシックコンサート

会費
寄付金
事業収入
補助金
歳末配分金
前年度繰越金
　収入計

事業費
配分金
次年度繰越金
　支出計

平成２7年度収支決算

共同募金配分事業

資金収支計算書【一般会計】 財産目録
平成28年3月31日現在 (単位：円）(単位：円）平成２7年４月１日～平成２8年３月３１日

資産の部

負債の部

流動資産 
　現金預金 
　事業未収金 
　未収金 
　１年以内回収予定長期貸付金
固定資産 
　基本財産 
　その他の固定資産 
資産合計 

38,783,754
29,093,407
9,056,735
178,712
454,900

115,888,542
1,000,000

114,888,542
154,672,296

流動負債 
　事業未払金 
　その他の未払金 
　預り金 
　職員預り金 
　前受金 
固定負債 
　退職給与引当金 
負債合計  
差引純財産

7,969,034
117,622
7,149,341
78,450
621,221
2,400

71,066,850
71,066,850
79,035,884
75,636,412

人件費支出
事業費支出
事務費支出
就労支援事業支出
配分金支出
貸付事業支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出
固定資産取得支出
積立預金積立支出
その他の活動による支出
予備費

6,162,600
1,673,677
40,798,131
5,709,510
18,000

4,250,907
2,744,645
50,952,471
184,000
12,621
350,382

0
236,940
219,120

32,463,432
145,776,436

4.2%
1.2%
28.0%
3.9%
0.0%
2.9%
1.9%
35.0%
0.1%
0.0%
0.2%
0.0％
0.2％
0.1%
22.3%
100%

83,632,320
9,690,061
4,113,006
2,744,651
502,875
42,000

7,308,480
98,520
90,365
136,728
1,899,410
5,158,200

0

115,416,616

78,431,956
11,227,121
3,892,869
2,195,798
516,600
△117,945
7,602,873
1,139,309

0
2,808,548
1,658,364
4,157,360

0

113,512,853

72.5%
8.4%
3.6%
2.4%
0.4%
0.0%
6.3%
0.1%
0.1%
0.1%
1.6%
4.5%
0.0%

100%

科　　　目            金　額    比 率   26年度  科　　　目           金　額    比 率    26年度  

収
　
入
　
の
　
部

支
　
出
　
の
　
部

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業等収入
事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
助成金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
固定資産売却収入
積立預金取崩収入
その他の活動による収入
前期末支払資金残高
合　　計 合　　計

★一般配分事業
　・地区社協活動推進事業（再掲）
　・福祉だより発行（再掲）
　・くらしの講演会（再掲）
   ・ホームページの運営（再掲）
　・百歳祝い事業
　・金婚祝い事業
　・障害者週間イベント
　・障がい者ふれあい旅行
　・おもちゃ図書館支援（月1回）
　・親子ふれあいクッキング
　・出産祝い事業（紙おむつ贈呈）
　・子育てサロン（月1回）
　・共同募金通信発行1回
　・各種団体助成
　・災害見舞金
★歳末たすけあい事業
　・歳末大掃除サービス
　・年越し・おせち料理配布
　・歳末友愛訪問（干支色紙）
　・ささえあいサービス（再掲）
　・暮らしの中の法律相談（再掲）
　・心配ごと相談所（再掲）
　・子どもの遊び場設置
★共同募金運動への協力
　・赤い羽根募金　7,236,323円
　・歳末たすけあい募金　1,820,961円
　

事業収入
共募配分金
歳末配分金
　収入計

事業費
助成金
負担金
　支出計

　繰出金

広告募集
　「福祉だより」は、年間５回発行
しています。
　ただ今、広告主を募集してい
ます。広告のサイズは１枠縦50
ミリ、横70ミリを基本とし、１枠
5,000円（１回）です。
　あなたの会社やお店の広告
が、福祉に役立っています。

☆お申込みは
　東金市社会福祉協議会まで
　☎0475（52）5198

　青少年相談員連絡協議会では、夏休み中の事故を
減らしたいとの願いから交通安全教室を開催します。

○日  時　平成２8年７月3日（日）１３時20分～
○会  場　東金文化会館大ホール
○内  容
　第１部　交通安全ビデオ「はじめにおぼえる交通安全」
　第２部　交通安全のお話（千葉県警察本部）
　第３部　お楽しみ映画「ミニオンズ」（91分）
○対  象　小学生、就学前児童及び保護者
○費  用　無料
○問合せ　東金市生涯学習課　ＴＥＬ　５０－１２０５

楽しい夏休みにするために！　～夏の交通安全教室～楽しい夏休みにするために！　～夏の交通安全教室～

会費
事業収入
歳末配分金
　収入計

人件費
事業費
　支出計

92,900円
1,438,580円
528,581円
2,060,061円

1,720,623円
190,795円
3,515円
8,400円

136,728円
2,060,061円

★日常生活自立支援事業の推進
　・利用者数20名（14）
　・新規者数5名（ー）
　・相談件数29件（ー）
　・生活支援員登録者16名（14）

福祉サービス利用援助（すまいる）事業
事業収入
委託金
補助金
　収入計

人件費
事業費
事務費
負担金
固定資産取得費
　支出計

サービス収入
事業収入
就労支援収入
受託金
寄付金
基金取崩
前年度繰越金
　収入計

人件費
事業費
事務費
就労支援事業費
負担金
貸付金
次年度繰越金
　支出計

30,193円
150,000円
1,113,640円
593,000円
648,571円
539,100円
3,074,504円

2,353,048円
502,875円
218,581円
3,074,504円

96,800円
2,184,515円
216,929円
2,498,244円

1,177,154円
1,276,970円
44,120円

2,498,244円

4,471,556円

▲地域で開催されるふれあい広場

▲チャリティゴルフコンペ

▲ふれあい移動サービス

横断歩道は手を上げて

▲子育てサロンで歯科衛生士さんのお話

▲

レ
ク
リ
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ー
シ
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ン
講
習

50,952,471円
472,688円
2,744,645円
2,233,430円
79,600円
127,440円

25,934,024円
82,544,298円

53,349,927円
2,229,322円
745,367円
2,744,651円

3,000円
42,000円

23,430,031円
82,544,298円

6,211,600
1,629,454
40,162,121
9,638,053
12,000

4,246,591
2,195,817
52,501,512
206,000
18,705
387,953
50,000

2,692,343
7,280

26,016,856
145,976,285
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第２保育所

田間中央公園

周辺地図

ふれあいセンター
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P生活習慣病予防食　No.58
副菜　野菜のナムル（中華風和え物）

■材料（４人分）

…………………1/2本

…………………………1袋

……………………１束

…………………1かけ

……………大さじ２

……………………大さじ２

　…………小さじ２

………………小さじ１

………………小さじ２

………少々

……少々

エネルギー：
たんぱく質：

脂質：
塩分：

76kcal
4.1g
3.8g
1.1g

■作り方

１人分の
栄養価

①にんじんは皮をむいてせん切りにする。もやし
は、できればひげ根を取る。 ほうれん草は、根元
をよく洗っておく。

②熱湯でにんじんを2分ほどゆで、ざるにとって水
気をきる。同じ熱湯にもやしを入れて同様にゆ
で、取り出し水気をきっておく。さらに、同じ湯で
塩少々を加えてほうれん草をゆで、冷水にとっ
て水気を絞り、３～４cmの長さに切る。 

③にんにくをすりおろし、大きめのボールに入れる。
④③のボールに（A）の調味料を入れて混ぜ合わせる。
さらに野菜をすべて入れて混ぜ合わせ、器に盛る。 

野菜は火を通すことで、かさを減らし、たっぷり
とることができます。
水気をしっかり切ってから、味をつけましょう。

副会長　東金支部　髙俊江

にんじん

もやし

ほうれん草

にんにく

　しょうゆ

　酢

　すりごま（白）

　砂糖

　ごま油

　鶏がらスープの素

　一味（七味）唐辛子

ボランティアセンター夏まつり

第13回フードドライブに御協力ください！

お祝い品を贈呈しますので、対象

になるご夫婦は８月5日（金）まで

に、東金市社会福祉協議会(☎５２

－５１９８)へご連絡ください。

夏休み最後の思い出に星空の下で映画を見ましょう！

日時：８月２５日（木）１８時３０分～２０時

集合：ふれあいセンター中庭

　　　（荒天時はセンター内）

内容：ムーミン（おじいさんは手品師）

　　 はれときどきぶた

　　 校長先生がおよいだ

協力：映画上映ボランティア

　　 麦わら帽子

参加費：無料

持物：座布団など（必要な方）

※先着で100名にポップコーンの

　プレゼントがあります。

※中学生以下のお子さんは保護者同伴でお願いします。

　左記のお祝いの品（お食事券）を利

用できる市内の飲食店を募集していま

す。ご夫婦の素敵な記念日をお祝いし

ていただけませんか？

　ご協力いただける場合には、７月29

日（金）までに、東金市社会福祉協議会

（☎５２－５１９８）へご連絡ください。

詳細をご説明いたします。

○平成27年度協力店
蕎麦口福東京庵、中国料理蓬莱閣、
寿司割烹三はし、とんかつ・和食みつはし、
リストランテポンテ・テルツォ、
八鶴亭、中華海鮮アジアン、和食かしま、
エストーレホテルアンドテニスクラブレストラン
ベルコリン

対象：

市内在住で、平成２８年４月１日～

平成２９年３月３１日までに結婚５

０周年を迎えられる（昭和４１年４

月１日～昭和４２年３月３１日の間

に結婚）ご夫婦。

バザーに関するお願い
○福祉バザーの品物は、すべて市民の皆様のご寄付です。価格を安く提供することが目的で
はありません。
○福祉バザーの売上は、地区社協活動等のために使用をさせていただいております。
○同一商品の価格は均一にするよう配慮しておりますが、差が生じる可能性もあります。
○バザー会場内では専用の買い物袋をご用意いたしますのでご使用ください。
○会計後は、そのまま出口からご退場ください。会計済の買物袋を持ったまま会場内を歩くこ
とはできません。スタッフからご退場をお願いすることがあります。
○マナーを守り、他のお客様の迷惑とならないようご協力ください。

ご理解・ご協力をお願いいたします。

第32回福祉バザー第32回福祉バザー ～地区社協活動・
　ボランティア活動のために～
～地区社協活動・
　ボランティア活動のために～

　福祉バザーは「地区社協活動とボランティア活動推進
のための財源づくり」と、この一大行事を様々な方々の協
力のもと開催することでの「顔の見える関係づくり」を目
指し、今年で３２回目の開催を迎えました。
　各地域ではご提供品の収集や値付けが行われ、着々と
準備が進んでいます。福祉バザーへの参加は人それぞれ
です。事前の品物の提供、提供品の収集や値付け、当日の
販売、スタッフの食事用意、駐車場や会場の整理、そして
お客さんとして商品を購入。福祉バザーは、地域の皆さん
のちからで開催されている手づくりのイベントです。
　タオル一つ、せっけん一つの購入が地域福祉活動につ
ながります。「ふれあいとささえあいのある住みよいまち
づくり」に向け、ぜひ福祉バザーにご参加ください。ご来場
をお待ちしています。

クイズに答えてクオカードをもらおう！！
　次の①～⑤までの内容を記入の上、ハガキまたはEメールにてご応募
ください。抽選で10名の方にクオカード（500円分）をプレゼントいたし
ます。なお、結果の発表は、当選者への発送をもって代えさせていただき
ます。　
　①クイズの答え ②氏名 ③住所 ④電話番号
　⑤社会福祉協議会、あるいは福祉だよりへのコメント

ヒント ： 福祉だよりをよく見てみよう締切  ： ６月３０日（木）消印有効

第１問　福祉バザーは今年で何回目？　
第２問　金婚式は結婚何周年？　

第3問　「夏ボラ」に協力してくれるボランティアグループ・
福祉施設の名前を一つ教えて？

　

　先日、小学生の女の子が古切手整理に来てくれました。図工が好きな子で「たのし
そうだな」と手伝ってくれていたそうですが、整理した古切手が業者さんに買い取ら
れ、車いすなどを買う費用になる事を説明すると「もっといっぱい古切手整理をした
い」と言ってくれました。自分の楽しみだけではなく、誰かの為にという想い･･･もう
立派なボランティアさんです。（スタッフＫ）

社 協 の つ ぶ や き

とうがね社協におたより

ご協力ありがとうございました！

　地域住民にボランティア活動について普及啓発し、理解いただ
き、ボランティア活動への意識向上やボランティア同士の連携・相
互の交流を目的にまつりを開催します。

　まだ食べられるのに捨てられてしまう･･･そんな食品を回収し、県内の
福祉施設や支援団体を通じ、生活に困窮している方に食品をお配りして
いる「フードバンクちば」という団体があります。
　本会はフードバンクちばが行う食品の回収「フードドライブ」の受け取り
窓口となっています。ご家庭で不要な食品がございましたらぜひご寄贈く
ださい。

日　時：
会　場：
内　容：

８月6日（土）10:00～14:00（9：30開会）
ふれあいセンター
様々な団体による活動紹介、展示、演芸（ステージ）、販
売に加え、遊びの広場等も予定しています。

回収期間：
回収場所：
ご注意いただき点

平成28年5月16日（月）～6月30日（木）
東金市社会福祉協議会

○賞味期限が2ヶ月以上ある　○常温で保存が可能
○未開封であり、破損等で中身が出ていない
※お米は平成26・27年度産でお願いしています（玄米可）

　当日の運営に携わって下さるボランティアを募集しています ！
夏休みの思い出に、楽しみながらボランティアをしてみませんか？

★ボランティア募集！！

※詳しくはボランティアセンターまで！

※詳しくはボランティアセンターまで！

「夏ボラ」しませんか？？
～夏休みボランティア体験～

　長い長い夏休み、遊んで、部活をし
て、楽しく過ごす予定があると思いま
すが、今年の夏休みは「ボランティア」
をしてみませんか？ 自分の時間を使
って、いろんな人のお手伝いをして
みると、そこには今まで感じた事の
ない充実感が・・・。夏休みの課題や、
福祉職を目指す学生には最適です！

内　容：
（予定）

対　象：
日　程：

費　用：

　　　福祉施設へ行ったり、ボランティアグループに参加して　
　　　ボランティア体験をします。
　　○ボランティアグループ
　　　朗読奉仕つくし会/映画上映ボランティア麦わら帽子/れ
　　　んげの会・豊成地区いきいきクラブ（高齢者サロン）/手
　　　話サークルみち/おもちゃの図書館とんとん/コスモス
　　  城西（地域活動）/点字グループひまわり
　　○障がい児者施設
　　　マナの家/カバの家
　　○高齢者施設
　　　五根の家/ゆりの木苑/福福の里/両総/リハビリテーショ
　　　ンレッツ倶楽部東金/はっぴーらっきー/ジャパンケア東
　　　金/ガーデンコート東金/東金しあわせの家/チェリーハ
　　　ウス/東金なごみ館/豊成なごみ館/なのはな
　　　市内在住の小学校4年生以上
　　　開校式（オリエンテーション）7/20（水）
　　　活動　7/21～8/27　※各団体の受入れ状況によります
　　　閉校式（活動体験報告会）8/26（金）
　　　150円（ボランティア保険料として）

地区社協・ボランティア活動へ地区社協・ボランティア活動へ

東金市田間三丁目9番地1

開館時間……… 9：00～17：00

ボランティア相談…１３：00～17：00

開  館  日……… 月～金曜日
（土、日、祝日及び17時以降の利用は、届出が必要）

Tel:52-5198 Fax:52-8227

始めようボランティア

「ボランティア活動がしたい」「ボランティアを紹介してほしい」
「どんな活動があるのか知りたい」
 ふれあいセンター２Fです、お気軽にどうぞ！ E-m a i l：togane . s hak yo@cronos . o cn . n e . j p

ボランティアセンター

A

対象になる方はお申込みを！対象になる方はお申込みを！ 金婚祝い事業協力店募集！金婚祝い事業協力店募集！

金婚式をお祝いします金婚式をお祝いします
とうがね社協ひろば開催！とうがね社協ひろば開催！

「星空映画会」「星空映画会」

と　き：平成28年６月19日（日）
　　　  9時～14時（12時～13時は休憩）
ところ：ふれあいセンター

と　き：平成28年６月19日（日）
　　　  9時～14時（12時～13時は休憩）
ところ：ふれあいセンター

東金市食生活改善協議会

ステージでダンスを披露

昨年は雨のため屋内で…

各団体が様々な催しを用意しています

目の不自由な方の
ガイドヘルプを体験

提供・収集 提供・収集 

販売・購入販売・購入

値付け値付け

搬入搬入

福祉バザーへの参加
から地域福祉活動へ

〒283－0005東金市田間3丁目9番地1
　　　　　　  （ふれあいセンター2階）

社会福祉法人

東金市社会福祉協議会

E-mail  togane.shakyo@cronos.ocn.ne.jp
URL  http://www.togane-shakyo.jp/No. 139

この広報紙は、皆様からの会費、共同募金の配分金によって発行しております。

社協（社会福祉協議会）は、民間組織としての「自主性」と、広く住民の皆様や
社会福祉関係者に支えられた「公共性」という２つの側面をもって活動しています。

0475ー52ー5198
0475ー52ー8227

発行ＴＯＰＩＣＳ

第32回福祉バザー
金婚式をお祝いします
とうがね社協ひろば開催
平成27年度事業報告
平成27年度収支決算
ボランティアセンター
とうがね社協におたより
生活習慣病予防食
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福祉だより　年5回（5/1・6/10・8/1・10/1・1/1）20,500部　発行


