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たきざわ社協だより

フードドライブへの多くのご協力に感謝いたします
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平成27年５月15日発行

４月６日から16日までの間、やむを得ない事情により食料支援
が必要な方へ食料品をお届けする「フードドライブ（食品の回収）
」
事業を実施しました。
前回号の「おもいやり」などでご協力のお願いをしたところ、多
くの方々からご提供をいただきました。頂戴した食料品は全て（総
重量126.4㎏）
、NPO 法人フードバンク岩手様へお届けいたしまし
た。今後、生活困窮者や児童・障がい者施設に無償提供されます。
ご協力いただきましたことに深く感謝いたします。ありがとうご
ざいます。
今後も随時、皆様方からのご提供を受付けて参りますので、皆様
方の温かいご協力よろしくお願いいたします。

発行／社会福祉法人滝沢市社会福祉協議会
〒020-0654岩手県滝沢市中鵜飼47番地1
TEL 019-684-1110・FAX 019-684-1121

Ｅメール info@takizawa-shakyo.or.jp
ホームページ http://www.takizawa-shakyo.or.jp/
この広報紙は、共同募金配分金の一部を充てて発行しています。

主な内容
●平成27年度事業計画・収支予算… …… ②③
●お知らせ………………………………… ④⑤
●寄附・川柳・親子でスマイル…………… ⑥

滝沢市社会福祉協議会
事業計画

◎基本方針

平 成 ₂₇ 年 度
私たちの暮らす地域社会
は︑少子高齢の進展と昨今の
社会経済情勢により︑単身世
帯の増加や地域の人間関係が
希薄化する中で︑雇用状況も
改善が進まず︑何らかの生活
課題・福祉課題を抱えた世帯
が地域社会から孤立し生活困
窮に陥りやすい環境になって
います︒
支援が必要と思われる世帯
は増加しており︑また︑抱え
ている生活課題・福祉課題も

複雑化・多様化しており︑従
①地域福祉ゆいづくり事業の
来の制度分野別の対応では十
推進
分な支援につながらない困難
②ご近所支え合いマップの作
な課題が増えています︒
製・活用の支援
そのような課題の解決を図
③ファミリー・サポート・セ
るためには︑従来の制度・仕
ンター事業の運営︵市受託
組みに加え︑市行政︑自治会
事業︶
組織︑民生児童委員︑専門機
④親子サロン﹁チャチャチャ﹂
関︑地域住民︑ボランティア
の開設
団体といったあらゆる地域資
⑤子育て中の保護者を対象と
源と連携した総合的・横断的
した講座の開催
な対応が重要となっています︒ ⑥住民福祉座談会の開催
こうした状況を踏まえ︑滝
⑦地域福祉活動推進体制の強
沢市社会福祉協議会では︑滝
化︵福祉協力員の配置︶
沢市における地域福祉をさら
⑧民生児童委員との連携
に推進するために相談・支援
⑨福祉団体活動育成・支援事
機能の充実を図り︑当事者・
業
地域住民・関係機関の参加と
福祉関係団体事務受託
協働のもと﹁社会的孤立﹂や
民生児童委員連絡協議会︑
﹁生活困窮﹂などといった地
老人クラブ連合会︑身体障
域課題に取り組みます︒
害者福祉協会︑遺族会︑母
たとえ生活上に何らかの支
子寡婦福祉協会︑民生児童
障があっても︑その人らしく
委員ＯＢ会︑
安心して暮らし続けることが
福祉関係団体への活動協
できるようにする地域づくり
力・支援
に向けて︑﹁支えあい﹂と﹁お
若潮会︵震災被災者の会︶︑
互いさま﹂の地域福祉活動を
さわやか友の会︵ひとり暮
進めていきます︒
ら し 高 齢 者 の 会 ︶︑ 認 知 症
の人と家族の会︑手をつな
ぐ育成会︑カッコウの会︵精
◎事業推進計画
神保健福祉会︶
︵２︶ 身近な地域で安心して
相談できる総合相談体制づく
り
①社会福祉協議会職員による
相談対応・支援活動
１．市民の参加・協働による
安心生活の基盤づくりに向
けて
︵１︶ 身近な地域で支え合う
﹁お互いさま﹂のまちづくり

ご近所支え合いマップの作製

赤い羽根共同募金

老人クラブ輪投げ大会
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②くらしの相談所開設事業
③安心生活相談事業︵市受託
事業︶
︵ 弁 護 士 に よ る 法 律 相 談︑
司法書士による相続・登記
相談︶
④生活資金貸付相談員の配置
⑤東日本大震災避難者を対象
とした生活支援相談員の配
置
︵３︶ 安心して生活を続ける
ことができるための支援体制
づくり
①生活福祉資金の貸付相談
︵県社協受託事業︶
②たすけあい資金の貸付
③日常生活自立支援事業︵あ
んしんネット︶
④訪問ふくし理容サービス事
業
⑤ふれあい送迎サービス事業
⑥車いす貸出事業
⑦会員制互助型援助活動事業
︵お助け便︶
おげんき ”
見守り
⑧いわて “
システム︵電話回線・イン
ターネットによる高齢者等
見守りシステム︶
⑨買い物支援事業﹁まごころ
宅急便﹂
⑩罹災援護事業︵火災・不慮
の災害等の被災者への援
護︶
⑪歳末援護事業︵歳末たすけ
あい募金による歳末激励金
の交付︶

３．高齢者の生きがいと健康
２．地域福祉に関する情報提
づくりの推進に向けて
供︑理解・参加促進︑ボラ
ンティア活動の振興に向け ︵１︶ 滝沢市睦大学の運営︵市
受託事業︶
て
︵１︶ 身近な地域で行われて ︵ ２︶ 滝 沢 市 老 人 福 祉 セ ン
ター管理運営︵市指定管理者︶
いる福祉活動に関する情報発
４．地域福祉活動計画の推進
信
に向けて
①広報誌・たきざわ社協だよ
り﹁福祉おもいやり﹂の発 ︵１︶ 関係者︑関係団体︑市
民へ活動計画書及びダイジェ
行
スト版による周知︑普及
②ホームページの運営
︵２︶ 身近な地域で行われて ︵２︶ 広報誌︑ホームページ︑
福祉大会等の行事を通じた計
いる福祉活動への理解と参加
画の周知︑普及
を促す活動
①キャップハンディ︵障がい ︵３︶ 滝沢市地域福祉活動計
画・評価委員会の設置
疑似体験︶学習事業
５．社会福祉協議会組織の充
②障がい者等支援ボランティ
実強化に向けて
ア入門講座の開催
③ 福 祉 ボ ラ ン テ ィ ア ま つ り … ︵１︶ 会員制度の充実
〜みんなでつくるバリアフ ︵２︶ 理事会︑評議員会の適
正開催︑監事監査の実施
リーのこころ〜開催事業
︵３︶ 委員会活動の推進
④社会福祉協力校育成事業
⑤社会福祉作文コンクール事 ︵４︶ 財政基盤の強化
︵５︶ 共同募金運動への協力
業
⑥ハートフルピクニック︵障 ︵６︶ 人材育成及び研修事業
への参加
がいのある方とボランティ
アによる鞍掛山交流登山︶ ︵７︶ 関係機関との連携強化
︵８︶ 調査研究活動︵高齢者
の開催
の生活ニーズ︑法人後見・成
︵３︶ ボランティア活動の振
年後見︶
興
①ボランティア活動センター
事業︵ボランティア登録︑
斡旋︑情報提供︶
②ボランティア活動拠点﹁ス
マイル・すまいる﹂の運営
③地域福祉活動助成事業

収支予算
平 成 ₂₇ 年 度

睦大学の入学式
要約筆記ボランティア養成講座
福祉作文コンクールの表彰式

福祉おもいやり
平成27年５月15日
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《 収入 》108,355,000 円

会費収入………………………… 7,735,000円

事業収入…………………………… 721,000円

寄附金収入………………………… 500,000円

負担金収入……………………… 6,972,000円

補助金収入…………………… 41,484,000円

受取利息配当金収入……………… 115,000円

受託金収入…………………… …35,845,000円

その他の収入……………………… 83,000円

貸付事業収入……………………… 550,000円

前期末支払資金残高………… 14,350,000円

《 支出 》108,355,000 円

人件費支出…………………… 35,135,000円

助成金支出…………………………… 725,000円

事業費支出…………………… 43,970,000円

負担金支出…………………………… 338,000円

事務費支出……………………… 3,612,000円

基金積立資産支出…………………… 500,000円

貸付事業費支出…………………… 800,000円

その他の活動による支出………… 2,751,000円

共同募金配分金事業費支出…… 9,801,000円

当期末支払資金残高…………… 10,723,000円

平成27年５月15日
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滝 沢 市 社 会 福 祉 協 議 会
住

お知らせ・ご案内

所

滝沢市中鵜飼 47 －１
滝沢市老人福祉センター内
T E L 684 － 1110 F A X 684 － 1121
E メール：info@takizawa-shakyo.or.jp

！
受講者募集！

キャップハンディ体験
（障がい擬似体験）学習

サポートボランティア
養成講座
「キャップハンディ」体験とは、障がい
のある状態を疑似体験することを通して、
障がいのある人もそうでない人もともに暮
らす社会についての「気づき」をうながす
ことを目的とした体験学習です。
市内の小・中・高等学校の児童・生徒た
ちは、学校の授業の中で「キャップハン
ディ」体験学習に積極的に取り組んでいま
す。また、今年度は企業や自治会等からの
ご要望にも応じて疑似体験も行います。
「キャップハンディ」体験学習のサポー
トに協力いただけるボランティアの養成講
座を開催します。

！
参加者募集！

●日
●会
●内

時：６月23日（火）10時00分～16時30分
場：滝沢市公民館ホール
容：講習①「高齢者疑似体験」
講習②「障がい疑似体験（車いす編）」
講習③「障がい疑似体験（白杖編）」
●参加費：無料
●定 員：20名（定員に達した時点で受付終了）
講座終了後は、体験学習にサポートボランティアと
して協力する意欲のある方を募集します。すべての
プログラムを受講していただくことを原則とします
が、どうしてもご都合がつかない場合、午前のみ、
又は午後のみの受講も可能ですので、
ご相談ください。

●申込み：６月16日（火）までに電話または FAX で社会福祉
協議会へお申込みください。

障がいのある方とボランティアとの鞍掛山交流登山

ハートフルピクニック

「ハートフルピクニック」は障がいをお持ちの方
とボランティアの方が一緒に登山を楽しみながら
交流する企画です。みんなで手を取り合い、助け
合って山頂を目指します。市内にお住まいの障が
いをお持ちの方で、鞍掛山登山にチャレンジして
みたい方、登山のサポートに協力していただける
ボランティアの方を募集いたします。一緒に頂上
からの景色を楽しみましょう。

●日

時：７月18日（土）８時30分集合
14時30分解散（予定）
※小雨決行、荒天中止
●集合場所：滝沢市 相の沢キャンプ場
●募 集
①市内にお住まいの障がいをお持ちの方20名程度
②サポートボランティア100名程度
●参加費：一人300円（飲物代、資料代、行事保険料等）
●申込み：７月３日（金）までに電話又は FAX にて社
会福祉協議会へお申込ください。

【 参加者合同説明会の開催 】
７月11日（土）10時30分から滝沢市老人福祉センター
で行います。障がいをお持ちの方のサポート上の注意点
や、当日の流れの確認を行いますので、できる限りご参
加ください。
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無料

各種相談所を
開設しています
市民の皆さまを対象とした相談所です。
お気軽にご相談ください。

くらしの相談
日常生活の困り事や悩み事、こころ
の問題など、あらゆる相談に応じます。
相談員は、民生児童委員、人権擁護
委員、行政相談員、知識経験者です。

法律相談

開催日時

内

容

福祉おもいやり

会

予約締切日

くらしの相談

老人福祉センター

予約不要

6/2（火） 14：00～16：00

法律相談

スマイルすまいる

5/29

6/9（火） 10：00～12：00

くらしの相談

老人福祉センター

予約不要

6/11（木）10：00～15：00

相続登記相談

スマイルすまいる

6/9

6/16（火）10：00～12：00

法律相談

スマイルすまいる

6/12

6/23（火）10：00～12：00

くらしの相談

老人福祉センター

予約不要

7/2（木） 13：30～15：30

くらしの移動相談 篠木多目的研修センター

予約不要

7/7（火） 14：00～16：00

法律相談

スマイルすまいる

7/3

7/9（木） 10：00～15：00

相続登記相談

スマイルすまいる

7/7

7/14（火）10：00～12：00

くらしの相談

老人福祉センター

予約不要

下のQRコードを携
帯電話で読み取ると、
１年間の相談予定表
を確認できます

相続登記相談

法律に関わる悩み事を弁護士が相談
に応じます。予約が必要です。

相続や住宅、土地に関わる悩み事を司法
書士が相談に応じます。予約が必要です。

～一人で悩みを抱え込まず一緒に考えましょう～

ご予約は社会福祉協議会 電話 684－1110

親子サロン
チャチャチャ

場

5/26（火）10：00～12：00

QRコード

おしゃべりの中から子育てのヒントやとっておきの情報が見つかるはずで
す。赤ちゃんと一緒に参加したい方、一人で参加または初めて参加する方な
ど、いずれも参加できます。
みんなで集まってお友達になりましょう。

鵜飼地区

■…開催日：毎週金曜日 10:00～11:30
■…場 所：スマイル・すまいる
（滝沢ニュータウン内、滝沢中央交番となり）
〒020－0664 滝沢市鵜飼笹森５－25
電話…684－6141

主任児童委員や婦人会、地域のボランティ
アの方々がサポーターとなり、保護者の方と
一緒にお子さんのお世話をします。
たくさんのおもちゃを用意してお待ちして
おりますので、お気軽にお越しください！

北部地区

詳しくは社会福祉協議会へご連絡ください

電話 684－1110

■…開催日：毎月第1・３火曜日 10:00～11:30
■…場 所：北部コミュニティセンター
（一本木中学校となり）
〒020－0611 滝沢市巣子148
電話…688－5111

点字図書貸出のご案内
市内小中高等学校における点字体験の指導や、当広報
紙「福祉おもいやり」の点訳版の作成などを行っている
「点字パソコンサークル ･ ステップ」というボランティ
ア活動団体があります。ステップでは目の不自由な方を
対象に点字図書の貸出しを行っています。
貸出をご希望される方は、滝沢市社会福祉協議会が取
次ぎを行いますので、お気軽にご連絡ください。
電話…684－1110

貸出可能な図書物の一例
［一般書］◦その時、ラジオだけが聴こえていた
◦十津川警部の決断
［児童書］◦ふしぎなふしぎなながくつ
◦アイスクリームでかんぱい
この他にもたくさんの点字図書があります。
ご興味を持たれた方はご連絡ください。
点字パソコンサークル ･ ステップ
（活動日…火 ･ 水 ･ 木曜日 10時～15時）

平成27年５月15日
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ご寄附 ありがとうございました
平成27年３月１日から４月30日まで、次の方々から
ご寄附いただきました。
《福祉基金》
◦ふるさと歌謡クラブ…様…
10,000円
◦柳沢自治会婦人部…様…
10,000円
◦匿名（１件）…
2,424円
《使途指定寄附》
◦岩手三菱ふそう
自動車販売㈱…様…
2,000,000円
◦匿名（１件）…
30,000円

車いすを利用して
旅行や散歩に出かけませんか？
市民の皆様を対象に、高齢や障がい、怪我など
を理由に車いすが必要な方へ車いすを無料で貸出
しています。
貸出期間は原則２か月間以内です。
利用を希望される方はお気軽に社会福祉協議会
へご相談ください。

点字図書を
寄贈いただきました
この度、点字パソコンサー
クル・ステップ様より点字図
書を寄贈していただきました。
老人福祉センターに設置し
ておりますので、ご覧になり
たい方は社会福祉協議会事務
局へお声がけください。
◦ IBCラジオ番組表
（2015年４月～９月）
◦成年後見制度パンフレット
（家庭裁判所発行）

一般の車いすの他にもアウトドア専用の車いすも用意しています。

☀親子で☀
☀親子で☀

課題 ﹁

宝物

みなと

湊

長谷川

にい

な

くん

（６歳）

Ｑ お子さんが得意なことは？

Ａ 湊くん・自分でおもちゃを作ること︒
新菜ちゃん・歌をうたって踊ること︒

Ｑ どんな大人になってほしいですか？

Ａ 二人とも人の気持ちがわかる優しい人になっ
てほしいです︒

毎日何かひとつ覚えたり︑できるようになっ
たりするところ︒

なるべくやりたいと思うことはやらせてあげ
たいと思っています︒

夢を買い
何時もはずれて
宝くじ
武夫︵川前︶

久保

宝と励む 元気館
久保田 源治︵元村︶

健康を

Ｑ 子育ての楽しいところはどこですか？

ちゃん（３歳３ヶ月）
さん

Ａ

菜
子

Ｑ 子育てで心がけていることは何ですか？

新
圭

Ａ

選

Ｑ ご意見・ご要望等お願いします

﹂
一本木仙人

次回課題 ﹁ 希望 ﹂
応募先 〒〇二〇︲〇六五四
滝沢市中鵜飼四十七︱一
滝沢市社会福祉協議会
﹁福祉川柳﹂係まで
締め切り
六月十五日
投句数
ひとり三句まで
︵掲載は五句となります︶

※作 品を添 削 する場 合 もあり ま

す︒氏名には振り仮名を︒

Ａ 広くてお休みの日でも室内で遊べる施設があ
ると良いなと思います︒

宝

子と孫達と
暮らす日々
幸泉︵巣子︶
仙波

颯爽と 子宝泳ぐ 五月晴れ
小川 裕二︵元村︶

岩田

独居爺 けふある宝は
ヘルパーさん
弘︵元村︶

≪滝沢ニュータウン≫

