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生活習慣病予防食　No.63
デザート　簡単！スイカのシャーベット

■材料（４人分）

…… 皮を除いて400ｇ

…………… 大さじ4

……………… 大さじ4

…… 適量

エネルギー：
たんぱく質：

脂質：
食塩相当量：

72kcal
0.6g
0.1ｇ
0.0g

■作り方

１人分の
栄養価

①スイカは、種を取り除き、一口大に切る。  
密封できる冷凍用保存袋に入れて、袋の上から
果肉をつぶす。   

②砂糖と水を耐熱容器に入れ、電子レンジ500ｗで
1分程度加熱する。かき混ぜて砂糖を完全に溶
かす。   

③②のシロップをスイカの入っている袋に入れて、
混ぜる。薄く平らにして冷凍庫で冷やし固める。 
  

④固まったら、袋の上から手やめん棒で細かく砕
く。（常温に5分ほど置くと、砕きやすい）  
器に盛り、ミントの葉を飾る。  

シロップを袋に入れたら、全体に馴染ませましょう。
冷凍庫で固めるときは、あとで砕きやすいように、薄く
平らにして固めましょう。  左　東金支部　石川江美子　

右　丘山支部　木下多加子

スイカ

　砂糖

　水

あればミントの葉

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。前回の応募数は27通でした。　
　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  ： 7月３1日（月）消印有効

第１問　今年の福祉バザーの出品点数は昨年より多い？少
ない？

第２問　コスモス城西の「コスモス」の花はどの地域に咲く
コスモスをイメージしたもの？　

第3問　星空映画会で上映予定の映画はなに？

　「退職してからは地域の中で、自分のできることをしよう」と思っていましたが、民生児童委員や社会福祉
協議会の活動に関わり始めて、これまであまりなじみがなかった「ふれあいセンター」が私のホームグラウン
ドになりつつあります。
　先日行われた福祉バザーでは、提供品の値付け、搬入等に関わりましたが、大勢の人の温かい心が寄せら
れており、それを支える大勢の人々の活動を見ることができました。みんなのしあわせのために、自分ができ
るところから取り組んでいくことが大事だと思いました。この「福祉だより」の紙面にも、みんなのしあわせの
ための取り組みがたくさん載っていますのでご覧になってください。（広報委員　吹野恭一）

とうがね社協におたより

東金市田間三丁目9番地1　ふれあいセンター2階
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」お気軽にどうぞ！

ボランティアセンター
E-mail：togane.shakyo@cronos.ocn.ne.jp

東金市食生活改善協議会

１２月3日（日）１０：００～１４：００
ふれあいセンター
①市内の障がい者、障がい者支援ボランティア団体、障がい者（児）福祉施設・学校等
②その他チャレンジドフェスタの趣旨に賛同する企業・個人・団体
体験、紹介、展示、演芸、模擬店販売など、活動をPRしたり交流が図れる
ような内容で、営利を目的としないもの
8月17日（木）までに、東金市社会福祉協議会にある申込書に必要事
項を記入の上提出

◉日　　時
◉会　　場
◉参加条件

◉内　　容

◉申  込 み

第9回東金チャレンジドフェスタ　参加団体募集
　今年も障害者週間に合わせ、障がいの
ある方や支援を行う団体等の活動をPRし、
地域住民の方とふれあうイベントを開催
します。趣旨をご理解いただき、会場を盛
り上げてくれる参加団体を募集します。 

知的障害者の生産活動等の指導（就労継続支援B型サービス事業所）
1名（採用日　平成29年10月1日）
昭和52年4月2日以降に生まれた方
普通自動車免許を有し、福祉業務に熱意のある方（福祉関連資格があればなお可）
履歴書（写真貼付）を事務局まで持参のこと（郵送不可）
7月31日（月）までの午前9時から午後5時まで（土・日曜、祝日は除く）
1次選考（実習及び作文）
・日時　8月18日（金）※時間未定
・場所　ふれあいセンター視聴覚室及び東金市福祉作業所
2次試験（面接）
・日時　8月27日（日）※詳細は1次選考通過者に通知

◉業務内容
◉募集人員
◉応募資格
　
◉応募方法
◉受付期間
◉試験日程

東金市福祉作業所の職員募集

８月２4日（木）１８：３０～２０：００
ふれあいセンター中庭（雨天、荒天時はロビーにて実施）
「ちびまる子」「忍たま乱太郎」「金色のクジラ」
映画上映ボランティア　麦わら帽子
興味関心のある方（中学生以下の参加には保護者の同伴が必要）
無料
先着100名にポップコーンプレゼント
東金市社会福祉協議会（☎52－5198）

◉日　時
◉会　場
◉内　容
◉協　力
◉対　象
◉参加費
◉その他

とうがね社協ひろば「星空映画会」
夏休み最後の思い出に、星空の下で映画を観ませんか？？

夏ボラしませんか？？
　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。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：

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
※高齢者のお話相手、手話体験、朗読体験、子ども達の保育、イベント
　お手伝いなどを予定。
市内在住の小学校4年生以上
7/21～8/24　各団体の受入れ状況によります
150円（ボランティア保険料として）

　お祝い品を贈呈しますので、対象

になるご夫婦は８月４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。

　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28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28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２９年４月１日～平

成３０年３月３１日までに結婚５０周

年を迎えられる（昭和４２年４月１日

～昭和４３年３月３１日の間に結婚）

ご夫婦。

ご協力ありがとうございました！

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

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）

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。

夏まつりで缶釣りコーナーをお手伝い

「地域のなかま」が一つになってイベントを！

平成 29 年（2017 年）7 月 15 日第144号（4）

[

福祉だより　年4回（5/1・7/15・10/1・1/1）20,500部　発行
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〔 平成29年度～平成33年度 〕

東金市第２次地域福祉計画
地域福祉活動計画

自然豊かな郷土で  市民が支え合って
ぬくもりあふれるまち  東金

自然豊かな郷土で  市民が支え合って
ぬくもりあふれるまち  東金

平成29年３月

東金市・東金市社会福祉協議会

★理事会 6回
★評議員会 3回
★会員の募集
　11,736世帯（11,807）
★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、
　カード収集

★東金市福祉資金の貸付
　・貸付件数 9件（9）
　・償還完了 0件（1）
★生活福祉資金（県社協受託）の貸付
　・貸付件数 156件（152） 新規16、完了12
　・相談件数 91件（79）

法人運営事業 相談事業調査・研究・企画・普及・宣伝事業

地域福祉活動推進事業（地域福祉の推進）

低所得者支援事業

社協はこんな活動をしました（平成２8年度）

地域福祉活動推進事業（在宅福祉サービス）

平成２8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

地
区
社
協
会
長
の
紹
介

平成29年3月31日現在 (単位：円）(単位：円）平成２8年４月１日～平成２9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
　前払金 
　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 

19,205,088
7,644,205
8,746,328
2,390,425

4,230
419,900

140,849,484
1,000,000

139,849,484
160,054,572

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

11,506,920
442,129

10,359,567
63,750
635,474
6,000

80,087,910
80,087,910
91,594,830
68,459,742

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

6,152,100

1,604,246

42,146,525

10,953,032

4,239,873

2,828,977

49,157,018

162,000

17,701

350,910

1,169,076

205,480

30,359,820

149,346,758

4.1%

1.1%

28.2%

7.3%

0.0%

2.8%

1.9%

32.9%

0.1%

0.0%

0.2%

0.9％

0.1%

20.4%

100%

86,554,839
11,526,315
4,183,478
2,828,989
490,275
45,000

7,471,238
294,100
250,855
2,019,527
21,070,734
5,333,140

0

142,068,490

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

60.9%
8.1%
2.9%
2.0%
0.3%
0.0%
5.3%
0.2%
0.2%
1.4%
14.8%
3.9%
0.0%

100%

科　　　目            金　額    比 率   前年度  科　　　目           金　額    比 率    前年度  

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

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

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

236,940

219,120

32,463,432

145,776,436

★「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

★ささえあいサービス（月2回）
　・利用者 77名（80）
★福祉テレホンサービス（週1回）
　・利用者 7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
　・248回（194）
★ふれあい移動サービス
　・実施回数 1,028回（1,046）
　・利用会員 45名（51）
　・協力会員 21名（17）
★ふれあいサロン情報交換会
★とうがね社協ひろば
　・ふるさとバスツアー、星空映画会

★心配ごと相談所の開設（毎週火曜日）

　・相談件数 １３３件（141）

★くらしの中の法律（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）

★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
★地域福祉活動計画の策定
　・策定委員会 3回
　・庁内検討委員会 4回
　・懇話会 12地区で実施
★地区社協事業補助
　・ふれあい広場事業 15件（16）
　・広報、啓発事業 31件（25）
　・在宅福祉事業 50件（47）
　・ボランティア支援事業 3件（2）
　・その他の住民福祉事業 3件（4）
★ふれあい物品貸出
　・車椅子 ・ポップコーン機 ・かき氷機  ・わたあめ機 ・発電機
　 ・テント ・高齢者疑似体験セット  ・点字盤 ・ポータブルアンプ
　 ・わなげセット  ・スクリーン など

★一般配分事業
　・「福祉だより」発行（再掲）
　・くらしの講演会（再掲）
　・ホームページ運営（再掲）
　・敬老祝い事業
　・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
　・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
　・こどもの遊び場設置
　・「共同募金通信」発行 1回
★歳末たすけあい事業
　・年末大掃除サービス
　・年越し・おせち料理配布
　・歳末友愛訪問
　・ささえあいサービス（再掲）
　・くらしの中の法律相談（再掲）
　・ふれあい移動サービス（再掲）
★共同募金運動への協力
　・赤い羽根募金 7,185,828円
　・歳末たすけあい募金 1,784,654円

★日常生活自立支援事業
　(福祉サービス利用援助、金銭管理、財産保全)
　・利用者数 23名（20） 新規5、終了2
　・相談件数 34件（29）
　・訪問件数 366件（347）
　・生活支援員登録者 13名（16）

ボランティア活動推進事業

★ボランティアセンター
　・相談件数 1,041件（1,263）
★ボランティア登録
　・個人 24名（44）
　・96グループ（97） 2,190名（重複あり）
★ボランティアまつり
★ボランティア養成講座
　・入門講座、ボランティア体験
　・専門講座(レクリエーション、聴覚障がい、
　　ロコモティブシンドローム）
★ボランティア活動費助成
　・活動費助成 53グループ（56）
　・学習会助成 6事業（5）
★福祉教育活動への協力
　・小学校 4校7回
★ボランティア交流会、センター説明会

★福祉作業所の指定管理
　・契約者数 23名(22)
　・サービス回数 4,984回(4,879)
★簡易マザーズホームの指定管理
　・契約者数 74名(58)
　　※児童発達支援 56名、
　　　放課後等デイ 18名
　・サービス回数 2,881回(3,259)
　　※児童発達支援 2,281回、
　　　放課後等デイ 600回

受託事業

コスモス城西の活動の歩み 研修視察で見聞を広め、地区の連携を図る
会長  木村 功

　ボランティアグループ コスモス城西の活動の一つである
広報紙『コスモス城西』の最初の発刊は、平成8年9月25日
である。大豆谷の道端に咲き誇るコスモスの花をイメージし
て発行することになった。現在39号
を発刊、今年22年目になる。第1号に
は、「コスモス城西の活動は女性の
方によって支えられている。名の通
りコスモスの花のような人達で
す。」と書かれている。
　また、福祉講座受講、バザーへの
協力、弁当配布、お楽しみ会、年賀
状発送、諸慰問活動等現在の様々な
活動に引き継がれている。
　ボランティアの会員は、15名と記されている、活動はスタートしてい
たが、会員も少なかった。しかし懸命の努力によって徐々に組織化され
ていった。
　社会福祉協議会のテーマ　ふだんの　くらしの　しあわせのために　
これを会員全員で進めていきたい。
　現在の会員は、30名であるが、このコスモス城西の輪をもう一回り大
きくしていきたい。
　特に男性諸君、女性のパワーとエネルギーに触れてみませんか。そし
て地域貢献への一歩を踏み出してみませんか。

　昨年度、アンケート調査や懇
話会を実施し、地域で生活する
中で、普段感じていることや自
分達ができることなど、住民の
ご意見を反映し計画を策定しま
した。
　本計画の概要版を区長回覧で
お知らせしています。なお、計
画書は、東金社協、ふれあいセ
ンター、東金市役所、各地区公
民館、東金図書館、東金市ホー
ムページ等でご覧いただけます。
平成２９年度、平成３０年度は、
各地区で見えてきた課題の中から、具体的な取り組み内容を
決定します。

会長  中田 成气

　嶺南地区では、毎年11月に役員と各団体の代表が参加し
て日帰りバス旅行を実施しております。
　昨年度は、世界文化遺産に登録されたル・コルビジェ氏
設計の「国立西洋美術館」と「江戸東京博物館」を見学研
修しました。これまでにも、「成田山新勝寺」「三里塚御料
牧場記念館」や「葛西臨海広域防災公園」「皇居東御苑・宮

内庁三の丸尚蔵館」 「湯島 旧岩崎邸庭園」「調布 神代植物公園」「町田 旧
白洲邸（武相荘）」 「横浜 三渓園」 「さいたま市 鉄道博物館」等々日帰り
日程のために県内や近県に限られていますが、毎年続けております。
　錦秋の好天に恵まれる頃
に地区内の福祉関係者が、
和やかに交流できる機会は、
大変貴重な行事です。企画
担当の係りは苦労しますが、
今後とも是非継続していき
たいと思います。

ご寄付ありがとうございました

NEXUS㈱ D'ステーション東金店
辰己流裕の会 会主 辰己裕寿

……………………………… 300,000円
…………………………………… 35,000円

鈴木　恵  
パールショップともえ 東金sideⅡ
㈱GAPインターナショナル あたりや東金店
明治安田生命労働組合千葉県支部

1名

……………………………………………………………… 松葉杖
…………………………………… お菓子
……………… BOXティッシュ70個
…………………………… 雑巾200枚

㈱GAPインターナショナル あたりや東金店(福祉作業所へ）
市東弥寿雄（福祉作業所へ）

………お菓子・ジュース
………………………………………お米60kg

一般寄附

指定寄付

物品寄付

プルタブ 

使用済みテレホンカード・クオカード

    （順不同、敬称略　平成２9年４月１日～６月３０日）

豊﨑愛美・叶夢、木内千代子、宮地かよ子、吉田鈴枝、石橋寿美恵、海老名、長沼昇、
毛取妙子、本江宣久、伊藤惇・幹、高知尾三千子、木内文雄、眞鍋澄子、吉岡勝海、
相澤直希、小平勝代、小安静子、今関邦代、吉田文子、小高裕子、大野龍哉、香田主
子、岡部秀子、矢野祐子、小松国雄　他5名
大和地区ボランティア、シルバー人材センター、関下長寿会、二金会、家之子区ボラ
ンティア、税理士法人税務総合事務所、オートアキバ、季美の森東、れんげの会、モ
トショップ中村屋、五木田建設㈱、日吉台西区、㈱アイポップ、NSGインテリア 

鈴木貴子、谷平芙沙子、富岡江美子、岡部秀子、毛取妙子、伊藤惇・幹、松山成子、芦
澤守三、高知尾三千子、相澤直希、香田主子、矢野祐子　他3名
東金新宿郵便局、大和地区ボランティア、税理士法人税務総合事務所、NSGインテ
リア、家之子区ボランティア、ダスキンときがね支店、社会福祉課、㈱東金観光サー
ビス、山武農業事務所、日吉台西区、㈱アイポップ     

古切手

※プルタブ、古切手、使用済みカードはボランティアセンターで収集しています。誰もが気軽に出来
　るちょっとしたボランティア（ちょボラ）に、あなたも参加してみてはいかがですか？

なかた  　しげき

鑓　田　正　篤
青　木　　　武
山　﨑　克　彦
榊　原　二　郎
御　園　恒　雄
石　川　博　敏
廣　田　幸　吉

氏 　 名氏 　 名
東 金 第 １

東 金 第 ２

田 　 　 間
嶺 　 　 南
城 　 　 西

公 　 　 平
丘 　 　 山
大 　 　 和
正 　 　 気
豊 　 　 成
福 　 　 岡

源

三　須　芳　雄

織　本　雄　二

村　井　達　雄
中　田　成　气
木　村　　　功

地 区 地 区

まずは、身近なできることからはじめよう！
～第2次地域福祉計画・地域福祉活動計画策定～

「不登校・ひきこもりについて悩んでいる事を
話し合ってみませんか」

8月3日（木）１3：3０～１5：３０

ふれあいセンター　視聴覚室

無料

8月1日（火）

東金市社会福祉協議会

（☎５2－5198）

◉日　時

◉会　場

◉参加費

◉締 切

◉申込み

9月9日（土）１３：0０～１6：0０
中央公民館（東金市）
講演　ストーマの基礎知識や異常について
実技　装具交換をやってみよう
ストーマに携わる介護職の方々等
無料
介護職の方の定員は48名
8月15日（火）
日本オストミー協会千葉県本部
（☎043－309－7571）

◉日　時
◉会　場
◉内　容

◉対　象
◉参加費
◉定　員
◉締　切
◉申込み

「ストーマ装具交換とスキンケア」

7月22日（土）9：15～
東金文化会館大ホール
第1部　交通安全のお話
　（千葉県警察本部交通部交通総務課）
第2部　お楽しみ映画
　「みつばちマーヤの大冒険」
小学生、就学前児童及び保護者
無料
東金市生涯学習課（☎５０－１205）

◉日　時
◉会　場
◉内　容

◉対　象
◉費　用
◉問合せ

「楽しい夏休みにする為に！！～夏の交通安全教室～」

9月29日（金）9：００～１5：30
東金アリーナ　サブアリーナ
フライングディスク投げ、玉入れ、
パン食い競争ほか
身体障害者手帳所有者
600円（弁当代、保険代、景品代）
8月31日（木）
東金市在住の方は東金市社会
福祉協議会へ（☎52－5198）
山武地区身体障害者福祉会

◉日　時
◉会　場
◉内　容

◉対　象
◉費 用
◉締　切
◉申込み

◉主催者

「山武地区スポーツレクリエーション大会」
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。

山武郡市にお住まいの身体障害者がスポーツを
通じて交流が図れる楽しい大会です。

福祉サービス利用援助（すまいる）事業

法改正により医師看護師でなくても、当人の介護に携わる方が装
具の交換を行えるようになりました。ストーマの基本的な知識の
習得と装具交換を安全に行えるようになるための講習です。

※

※

※

※

※新任の会長

※

（岩崎・新宿）

（　）は昨年の実績

上宿･谷
日吉台東･西・南（　　　　　）

世界文化遺産の国立西洋美術館

城西幼稚園でのお楽しみ会

平成 29 年（2017 年）7月15日 平成 29 年（2017 年）7月15日第144号（2） 第144号（3）

城西
地区

嶺南
地区

お 知 ら せ

☆ふくしだよりへのコメント☆
父が民生委員をしていた年齢になりました。自分の仕事をおいても頼まれると出かけて行きました。どれだけ自分ができるかというとまだまだです。ちょボラであれば自分にも出来
るものがあるかなと改めて感じました。（Kさん）

福祉だよりをみていると色々な催しをしているのだと感心しました。大勢の人たちのバックアップも大きい事がわかります。（滝沢　Tさん）     
      
           



地
区
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〔 平成29年度～平成33年度 〕

東金市第２次地域福祉計画
地域福祉活動計画

自然豊かな郷土で  市民が支え合って
ぬくもりあふれるまち  東金

自然豊かな郷土で  市民が支え合って
ぬくもりあふれるまち  東金

平成29年３月

東金市・東金市社会福祉協議会

★理事会 6回
★評議員会 3回
★会員の募集
　11,736世帯（11,807）
★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、
　カード収集

★東金市福祉資金の貸付
　・貸付件数 9件（9）
　・償還完了 0件（1）
★生活福祉資金（県社協受託）の貸付
　・貸付件数 156件（152） 新規16、完了12
　・相談件数 91件（79）

法人運営事業 相談事業調査・研究・企画・普及・宣伝事業

地域福祉活動推進事業（地域福祉の推進）

低所得者支援事業

社協はこんな活動をしました（平成２8年度）

地域福祉活動推進事業（在宅福祉サービス）

平成２8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

地
区
社
協
会
長
の
紹
介

平成29年3月31日現在 (単位：円）(単位：円）平成２8年４月１日～平成２9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
　前払金 
　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 

19,205,088
7,644,205
8,746,328
2,390,425

4,230
419,900

140,849,484
1,000,000

139,849,484
160,054,572

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

11,506,920
442,129

10,359,567
63,750
635,474
6,000

80,087,910
80,087,910
91,594,830
68,459,742

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

6,152,100

1,604,246

42,146,525

10,953,032

4,239,873

2,828,977

49,157,018

162,000

17,701

350,910

1,169,076

205,480

30,359,820

149,346,758

4.1%

1.1%

28.2%

7.3%

0.0%

2.8%

1.9%

32.9%

0.1%

0.0%

0.2%

0.9％

0.1%

20.4%

100%

86,554,839
11,526,315
4,183,478
2,828,989
490,275
45,000

7,471,238
294,100
250,855
2,019,527
21,070,734
5,333,140

0

142,068,490

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

60.9%
8.1%
2.9%
2.0%
0.3%
0.0%
5.3%
0.2%
0.2%
1.4%
14.8%
3.9%
0.0%

100%

科　　　目            金　額    比 率   前年度  科　　　目           金　額    比 率    前年度  

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

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

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

236,940

219,120

32,463,432

145,776,436

★「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

★ささえあいサービス（月2回）
　・利用者 77名（80）
★福祉テレホンサービス（週1回）
　・利用者 7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
　・248回（194）
★ふれあい移動サービス
　・実施回数 1,028回（1,046）
　・利用会員 45名（51）
　・協力会員 21名（17）
★ふれあいサロン情報交換会
★とうがね社協ひろば
　・ふるさとバスツアー、星空映画会

★心配ごと相談所の開設（毎週火曜日）

　・相談件数 １３３件（141）

★くらしの中の法律（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）

★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
★地域福祉活動計画の策定
　・策定委員会 3回
　・庁内検討委員会 4回
　・懇話会 12地区で実施
★地区社協事業補助
　・ふれあい広場事業 15件（16）
　・広報、啓発事業 31件（25）
　・在宅福祉事業 50件（47）
　・ボランティア支援事業 3件（2）
　・その他の住民福祉事業 3件（4）
★ふれあい物品貸出
　・車椅子 ・ポップコーン機 ・かき氷機  ・わたあめ機 ・発電機
　 ・テント ・高齢者疑似体験セット  ・点字盤 ・ポータブルアンプ
　 ・わなげセット  ・スクリーン など

★一般配分事業
　・「福祉だより」発行（再掲）
　・くらしの講演会（再掲）
　・ホームページ運営（再掲）
　・敬老祝い事業
　・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
　・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
　・こどもの遊び場設置
　・「共同募金通信」発行 1回
★歳末たすけあい事業
　・年末大掃除サービス
　・年越し・おせち料理配布
　・歳末友愛訪問
　・ささえあいサービス（再掲）
　・くらしの中の法律相談（再掲）
　・ふれあい移動サービス（再掲）
★共同募金運動への協力
　・赤い羽根募金 7,185,828円
　・歳末たすけあい募金 1,784,654円

★日常生活自立支援事業
　(福祉サービス利用援助、金銭管理、財産保全)
　・利用者数 23名（20） 新規5、終了2
　・相談件数 34件（29）
　・訪問件数 366件（347）
　・生活支援員登録者 13名（16）

ボランティア活動推進事業

★ボランティアセンター
　・相談件数 1,041件（1,263）
★ボランティア登録
　・個人 24名（44）
　・96グループ（97） 2,190名（重複あり）
★ボランティアまつり
★ボランティア養成講座
　・入門講座、ボランティア体験
　・専門講座(レクリエーション、聴覚障がい、
　　ロコモティブシンドローム）
★ボランティア活動費助成
　・活動費助成 53グループ（56）
　・学習会助成 6事業（5）
★福祉教育活動への協力
　・小学校 4校7回
★ボランティア交流会、センター説明会

★福祉作業所の指定管理
　・契約者数 23名(22)
　・サービス回数 4,984回(4,879)
★簡易マザーズホームの指定管理
　・契約者数 74名(58)
　　※児童発達支援 56名、
　　　放課後等デイ 18名
　・サービス回数 2,881回(3,259)
　　※児童発達支援 2,281回、
　　　放課後等デイ 600回

受託事業

コスモス城西の活動の歩み 研修視察で見聞を広め、地区の連携を図る
会長  木村 功

　ボランティアグループ コスモス城西の活動の一つである
広報紙『コスモス城西』の最初の発刊は、平成8年9月25日
である。大豆谷の道端に咲き誇るコスモスの花をイメージし
て発行することになった。現在39号
を発刊、今年22年目になる。第1号に
は、「コスモス城西の活動は女性の
方によって支えられている。名の通
りコスモスの花のような人達で
す。」と書かれている。
　また、福祉講座受講、バザーへの
協力、弁当配布、お楽しみ会、年賀
状発送、諸慰問活動等現在の様々な
活動に引き継がれている。
　ボランティアの会員は、15名と記されている、活動はスタートしてい
たが、会員も少なかった。しかし懸命の努力によって徐々に組織化され
ていった。
　社会福祉協議会のテーマ　ふだんの　くらしの　しあわせのために　
これを会員全員で進めていきたい。
　現在の会員は、30名であるが、このコスモス城西の輪をもう一回り大
きくしていきたい。
　特に男性諸君、女性のパワーとエネルギーに触れてみませんか。そし
て地域貢献への一歩を踏み出してみませんか。

　昨年度、アンケート調査や懇
話会を実施し、地域で生活する
中で、普段感じていることや自
分達ができることなど、住民の
ご意見を反映し計画を策定しま
した。
　本計画の概要版を区長回覧で
お知らせしています。なお、計
画書は、東金社協、ふれあいセ
ンター、東金市役所、各地区公
民館、東金図書館、東金市ホー
ムページ等でご覧いただけます。
平成２９年度、平成３０年度は、
各地区で見えてきた課題の中から、具体的な取り組み内容を
決定します。

会長  中田 成气

　嶺南地区では、毎年11月に役員と各団体の代表が参加し
て日帰りバス旅行を実施しております。
　昨年度は、世界文化遺産に登録されたル・コルビジェ氏
設計の「国立西洋美術館」と「江戸東京博物館」を見学研
修しました。これまでにも、「成田山新勝寺」「三里塚御料
牧場記念館」や「葛西臨海広域防災公園」「皇居東御苑・宮

内庁三の丸尚蔵館」 「湯島 旧岩崎邸庭園」「調布 神代植物公園」「町田 旧
白洲邸（武相荘）」 「横浜 三渓園」 「さいたま市 鉄道博物館」等々日帰り
日程のために県内や近県に限られていますが、毎年続けております。
　錦秋の好天に恵まれる頃
に地区内の福祉関係者が、
和やかに交流できる機会は、
大変貴重な行事です。企画
担当の係りは苦労しますが、
今後とも是非継続していき
たいと思います。

ご寄付ありがとうございました

NEXUS㈱ D'ステーション東金店
辰己流裕の会 会主 辰己裕寿

……………………………… 300,000円
…………………………………… 35,000円

鈴木　恵  
パールショップともえ 東金sideⅡ
㈱GAPインターナショナル あたりや東金店
明治安田生命労働組合千葉県支部

1名

……………………………………………………………… 松葉杖
…………………………………… お菓子
……………… BOXティッシュ70個
…………………………… 雑巾200枚

㈱GAPインターナショナル あたりや東金店(福祉作業所へ）
市東弥寿雄（福祉作業所へ）

………お菓子・ジュース
………………………………………お米60kg

一般寄附

指定寄付

物品寄付

プルタブ 

使用済みテレホンカード・クオカード

    （順不同、敬称略　平成２9年４月１日～６月３０日）

豊﨑愛美・叶夢、木内千代子、宮地かよ子、吉田鈴枝、石橋寿美恵、海老名、長沼昇、
毛取妙子、本江宣久、伊藤惇・幹、高知尾三千子、木内文雄、眞鍋澄子、吉岡勝海、
相澤直希、小平勝代、小安静子、今関邦代、吉田文子、小高裕子、大野龍哉、香田主
子、岡部秀子、矢野祐子、小松国雄　他5名
大和地区ボランティア、シルバー人材センター、関下長寿会、二金会、家之子区ボラ
ンティア、税理士法人税務総合事務所、オートアキバ、季美の森東、れんげの会、モ
トショップ中村屋、五木田建設㈱、日吉台西区、㈱アイポップ、NSGインテリア 

鈴木貴子、谷平芙沙子、富岡江美子、岡部秀子、毛取妙子、伊藤惇・幹、松山成子、芦
澤守三、高知尾三千子、相澤直希、香田主子、矢野祐子　他3名
東金新宿郵便局、大和地区ボランティア、税理士法人税務総合事務所、NSGインテ
リア、家之子区ボランティア、ダスキンときがね支店、社会福祉課、㈱東金観光サー
ビス、山武農業事務所、日吉台西区、㈱アイポップ     

古切手

※プルタブ、古切手、使用済みカードはボランティアセンターで収集しています。誰もが気軽に出来
　るちょっとしたボランティア（ちょボラ）に、あなたも参加してみてはいかがですか？

なかた  　しげき

鑓　田　正　篤
青　木　　　武
山　﨑　克　彦
榊　原　二　郎
御　園　恒　雄
石　川　博　敏
廣　田　幸　吉

氏 　 名氏 　 名
東 金 第 １

東 金 第 ２

田 　 　 間
嶺 　 　 南
城 　 　 西

公 　 　 平
丘 　 　 山
大 　 　 和
正 　 　 気
豊 　 　 成
福 　 　 岡

源

三　須　芳　雄

織　本　雄　二

村　井　達　雄
中　田　成　气
木　村　　　功

地 区 地 区

まずは、身近なできることからはじめよう！
～第2次地域福祉計画・地域福祉活動計画策定～

「不登校・ひきこもりについて悩んでいる事を
話し合ってみませんか」

8月3日（木）１3：3０～１5：３０

ふれあいセンター　視聴覚室

無料

8月1日（火）

東金市社会福祉協議会

（☎５2－5198）

◉日　時

◉会　場

◉参加費

◉締 切

◉申込み

9月9日（土）１３：0０～１6：0０
中央公民館（東金市）
講演　ストーマの基礎知識や異常について
実技　装具交換をやってみよう
ストーマに携わる介護職の方々等
無料
介護職の方の定員は48名
8月15日（火）
日本オストミー協会千葉県本部
（☎043－309－7571）

◉日　時
◉会　場
◉内　容

◉対　象
◉参加費
◉定　員
◉締　切
◉申込み

「ストーマ装具交換とスキンケア」

7月22日（土）9：15～
東金文化会館大ホール
第1部　交通安全のお話
　（千葉県警察本部交通部交通総務課）
第2部　お楽しみ映画
　「みつばちマーヤの大冒険」
小学生、就学前児童及び保護者
無料
東金市生涯学習課（☎５０－１205）

◉日　時
◉会　場
◉内　容

◉対　象
◉費　用
◉問合せ

「楽しい夏休みにする為に！！～夏の交通安全教室～」

9月29日（金）9：００～１5：30
東金アリーナ　サブアリーナ
フライングディスク投げ、玉入れ、
パン食い競争ほか
身体障害者手帳所有者
600円（弁当代、保険代、景品代）
8月31日（木）
東金市在住の方は東金市社会
福祉協議会へ（☎52－5198）
山武地区身体障害者福祉会

◉日　時
◉会　場
◉内　容

◉対　象
◉費 用
◉締　切
◉申込み

◉主催者

「山武地区スポーツレクリエーション大会」
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。

山武郡市にお住まいの身体障害者がスポーツを
通じて交流が図れる楽しい大会です。

福祉サービス利用援助（すまいる）事業

法改正により医師看護師でなくても、当人の介護に携わる方が装
具の交換を行えるようになりました。ストーマの基本的な知識の
習得と装具交換を安全に行えるようになるための講習です。

※

※

※

※

※新任の会長

※

（岩崎・新宿）

（　）は昨年の実績

上宿･谷
日吉台東･西・南（　　　　　）

世界文化遺産の国立西洋美術館

城西幼稚園でのお楽しみ会

平成 29 年（2017 年）7月15日 平成 29 年（2017 年）7月15日第144号（2） 第144号（3）

城西
地区

嶺南
地区

お 知 ら せ

☆ふくしだよりへのコメント☆
父が民生委員をしていた年齢になりました。自分の仕事をおいても頼まれると出かけて行きました。どれだけ自分ができるかというとまだまだです。ちょボラであれば自分にも出来
るものがあるかなと改めて感じました。（Kさん）

福祉だよりをみていると色々な催しをしているのだと感心しました。大勢の人たちのバックアップも大きい事がわかります。（滝沢　Tさん）     
      
           



九

生活習慣病予防食　No.63
デザート　簡単！スイカのシャーベット

■材料（４人分）

…… 皮を除いて400ｇ

…………… 大さじ4

……………… 大さじ4

…… 適量

エネルギー：
たんぱく質：

脂質：
食塩相当量：

72kcal
0.6g
0.1ｇ
0.0g

■作り方

１人分の
栄養価

①スイカは、種を取り除き、一口大に切る。  
密封できる冷凍用保存袋に入れて、袋の上から
果肉をつぶす。   

②砂糖と水を耐熱容器に入れ、電子レンジ500ｗで
1分程度加熱する。かき混ぜて砂糖を完全に溶
かす。   

③②のシロップをスイカの入っている袋に入れて、
混ぜる。薄く平らにして冷凍庫で冷やし固める。 
  

④固まったら、袋の上から手やめん棒で細かく砕
く。（常温に5分ほど置くと、砕きやすい）  
器に盛り、ミントの葉を飾る。  

シロップを袋に入れたら、全体に馴染ませましょう。
冷凍庫で固めるときは、あとで砕きやすいように、薄く
平らにして固めましょう。  左　東金支部　石川江美子　

右　丘山支部　木下多加子

スイカ

　砂糖

　水

あればミントの葉

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。前回の応募数は27通でした。　
　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  ： 7月３1日（月）消印有効

第１問　今年の福祉バザーの出品点数は昨年より多い？少
ない？

第２問　コスモス城西の「コスモス」の花はどの地域に咲く
コスモスをイメージしたもの？　

第3問　星空映画会で上映予定の映画はなに？

　「退職してからは地域の中で、自分のできることをしよう」と思っていましたが、民生児童委員や社会福祉
協議会の活動に関わり始めて、これまであまりなじみがなかった「ふれあいセンター」が私のホームグラウン
ドになりつつあります。
　先日行われた福祉バザーでは、提供品の値付け、搬入等に関わりましたが、大勢の人の温かい心が寄せら
れており、それを支える大勢の人々の活動を見ることができました。みんなのしあわせのために、自分ができ
るところから取り組んでいくことが大事だと思いました。この「福祉だより」の紙面にも、みんなのしあわせの
ための取り組みがたくさん載っていますのでご覧になってください。（広報委員　吹野恭一）

とうがね社協におたより

東金市田間三丁目9番地1　ふれあいセンター2階
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」お気軽にどうぞ！

ボランティアセンター
E-mail：togane.shakyo@cronos.ocn.ne.jp

東金市食生活改善協議会

１２月3日（日）１０：００～１４：００
ふれあいセンター
①市内の障がい者、障がい者支援ボランティア団体、障がい者（児）福祉施設・学校等
②その他チャレンジドフェスタの趣旨に賛同する企業・個人・団体
体験、紹介、展示、演芸、模擬店販売など、活動をPRしたり交流が図れる
ような内容で、営利を目的としないもの
8月17日（木）までに、東金市社会福祉協議会にある申込書に必要事
項を記入の上提出

◉日　　時
◉会　　場
◉参加条件

◉内　　容

◉申  込 み

第9回東金チャレンジドフェスタ　参加団体募集
　今年も障害者週間に合わせ、障がいの
ある方や支援を行う団体等の活動をPRし、
地域住民の方とふれあうイベントを開催
します。趣旨をご理解いただき、会場を盛
り上げてくれる参加団体を募集します。 

知的障害者の生産活動等の指導（就労継続支援B型サービス事業所）
1名（採用日　平成29年10月1日）
昭和52年4月2日以降に生まれた方
普通自動車免許を有し、福祉業務に熱意のある方（福祉関連資格があればなお可）
履歴書（写真貼付）を事務局まで持参のこと（郵送不可）
7月31日（月）までの午前9時から午後5時まで（土・日曜、祝日は除く）
1次選考（実習及び作文）
・日時　8月18日（金）※時間未定
・場所　ふれあいセンター視聴覚室及び東金市福祉作業所
2次試験（面接）
・日時　8月27日（日）※詳細は1次選考通過者に通知

◉業務内容
◉募集人員
◉応募資格
　
◉応募方法
◉受付期間
◉試験日程

東金市福祉作業所の職員募集

８月２4日（木）１８：３０～２０：００
ふれあいセンター中庭（雨天、荒天時はロビーにて実施）
「ちびまる子」「忍たま乱太郎」「金色のクジラ」
映画上映ボランティア　麦わら帽子
興味関心のある方（中学生以下の参加には保護者の同伴が必要）
無料
先着100名にポップコーンプレゼント
東金市社会福祉協議会（☎52－5198）

◉日　時
◉会　場
◉内　容
◉協　力
◉対　象
◉参加費
◉その他

とうがね社協ひろば「星空映画会」
夏休み最後の思い出に、星空の下で映画を観ませんか？？

夏ボラしませんか？？
　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。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：

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
※高齢者のお話相手、手話体験、朗読体験、子ども達の保育、イベント
　お手伝いなどを予定。
市内在住の小学校4年生以上
7/21～8/24　各団体の受入れ状況によります
150円（ボランティア保険料として）

　お祝い品を贈呈しますので、対象

になるご夫婦は８月４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。

　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28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28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２９年４月１日～平

成３０年３月３１日までに結婚５０周

年を迎えられる（昭和４２年４月１日

～昭和４３年３月３１日の間に結婚）

ご夫婦。

ご協力ありがとうございました！

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

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）

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。

夏まつりで缶釣りコーナーをお手伝い

「地域のなかま」が一つになってイベントを！
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福祉だより　年4回（5/1・7/15・10/1・1/1）20,500部　発行


