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中外製薬株式会社様より
福祉車両の寄贈を受けました
７月１日、ふれあいランドにて、福祉車両贈呈式が行われ、福
祉車両１台の寄贈を受けました。
贈呈式では、中外製薬株式会社の代表取締役副会長… 上野幹夫
様（写真左）から滝沢市社協… 佐藤会長へ鍵が手渡されました。
寄贈いただいた福祉車両は、車いす利用者を病院等へ送迎する
「ふれあい送迎サービス事業」にて活用させていただきます。
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平成

年度事業報告

◎地域福祉活動計画の策定
滝沢市に住む全ての人々が住み慣れた地域で互い
に支え合い助け合う関係づくりを進めるとともに︑
地域の各種団体・福祉サービス提供者・行政といっ
た社会福祉関係者との連携と協働を進め︑市民の″支
え合い・助け合い が主体となった地域福祉活動と
法律に基づく福祉制度が一体となり相互に協力しな
がら人々の生活を支える地域社会の構築を目指し︑
平成 年度から平成 年度までの５年間を計画期間
とする﹁滝沢市地域福祉活動計画﹂を策定しました︒

◎地域福祉活動の推進
各地域において︑日頃からの近隣同士の″支え合
い・助け合い が構築され︑安否確認や孤立防止に
向けた見守りや声掛け︑交流活動︑日常生活の支援
などが行われるよう﹁地域福祉ゆいづくり事業﹂や
﹁住民福祉座談会︵ゆいづくり推進会︶﹂︑﹁ご近所支
え合いマップ作成事業﹂を実施しました︒

◎ボランティア活動の振興

◎心配ごと相談所事業
弁護士や司法書士による﹁専門相談所﹂と﹁くら
しの相談所﹂を開設し︑市民の生活課題や心配ごと
の解決に向けた支援を行いました︒

◎社会的に孤立している世帯・経済的
に困窮している世帯への支援について
経済的に困窮している方への支援として︑相談員
を配置して相談対応にあたり︑生活保護等の福祉制
度への″橋渡し を行うとともに︑必要な世帯へ﹁生
活福祉資金︵岩手県社協︶﹂
﹁たすけあい資金﹂の貸
付を行い︑生活改善に向けた支援を実施しました︒

◎高齢者や障がいのある方への日常
生活支援
孤立死の未然防止に向けた﹁いわて″おげんき
みまもりシステム﹂による日々の安否確認の実施︑
民間事業者との協働による買い物支援﹁まごころ宅
急便﹂事業を実施したほか︑認知症高齢者や知的障
がい・精神障がいのある方の金銭管理を行う﹁日常
生活自立支援事業﹂︑車椅子利用者の外出援助のた
めの﹁ふれあい送迎サービス事業﹂などといった支
援を実施しました︒

◎子育て中の保護者への支援

を通じた日常生活の支援と相談対応を行うと同時
に︑避難者の孤立化を防ぐために交流会の開催やサ
ロン活動への支援に取り組みました︒

◎ 高齢者の生きがいづくり・健康づくり

高齢者が楽しみながら教養と体力の向上を図ると
ともに仲間づくりの機会を設けることを目的として
市から﹁睦大学事業﹂を受託し︑教養講座と 種類
の趣味の教室を開催して延べ ２６︐９３０人の高齢
者が学生として参加しました︒
また︑滝沢市老人福祉センターの指定管理者とし
て︑より市民に親しまれる施設を目指して運営委員
会の開催や自主事業の開催を行いながら適切な施設
運営に努め︑利用件数・利用人数とも前年度実績を
上回ることができました︒

平成25年度繰越金
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﹁ボランティア活動センター事業﹂﹁ボランティア
育成講座開催事業﹂﹁ボランティア活動拠点スマイ
ル・すまいる事業﹂を実施しました︒また︑地域福
祉活動とボランティア活動への意識啓発と参加意欲
向上を図るべく﹁福祉ボランティアまつり﹂を開催
しました︒

送迎ｻｰﾋﾞｽ事業等
たすけあい資金貸付事業
赤い羽根、歳末たすけあい事業費配分金
派遣職員負担金、共同募金会事務負担金
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱまつり等
利息収入
経理区分間繰入金
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603,964…
4,895,847…
14,225,927…
5,403,198…
1,014,241…
6,823,430…
2,674,616…
19,177,752…
146,558,071…

相談所事業
ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業
老人福祉ｾﾝﾀｰ指定管理事業
睦大学事業
福祉基金事業
資金貸付事業
被災者支援生活相談事業
当期末支払資金残高
支出合計

7,889,738…

地域福祉活動事業

﹁親子サロン チ… ャチャチャ﹂を開設して子育て中
の保護者の孤立防止に努めたほか︑市受託事業であ
る﹁ファミリー・サポート・センター事業﹂により
住民参加型の託児サービスの提供を行いました︒

◎東日本大震災避難世帯への支援

科
目
法人運営事業
共同募金配分金事業

金
額
74,631,095…
9,218,263…

単位：円
内
容
法人運営事務・事業に係る費用
社協だより、歳末助けあい激励金等
福祉大会、福祉団体活動推進、福祉協力校、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱまつり、作文ｺﾝ
ｸｰﾙ、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営、福祉講座、ﾊｰﾄﾌﾙﾋﾟｸﾆｯｸ、ｽﾏｲﾙすまいる運営、
理容ｻｰﾋﾞｽ、くらしの相談所、送迎ｻｰﾋﾞｽ等の各種地域福祉事業
相談所開設に係る費用
ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ運営に係る費用
老人福祉センターの管理運営に係る費用
睦大学の運営に係る費用
福祉基金積立金、助成事業
資金貸付事業に係る費用
被災者支援生活相談事業に係る費用

支出の部

単位：円
内
容
世帯・賛助・特別・施設・団体会費
寄附44件
法人運営費、事業費補助
被災地支援活動助成金
被災者支援生活相談事業委託料、生活福祉資金貸付事業事務委託料
老人福祉センター指定管理料
睦大学事業委託料
ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業委託料
相談所事業委託料
民生委員、老人ｸﾗﾌﾞ、身障、母子、遺族、民生ＯＢ

金
額
7,728,800…
3,064,080…
38,672,372…
10,000…
8,913,982…
15,277,969…
5,481,000…
4,895,847…
598,964…
253,400…
0…
449,688…
670,500…
9,217,948…
6,872,418…
6,725,912…
29,362…
3,347,986…
0…
17,097,711…
17,250,132…
146,558,071…

科
目
会費収入
寄附金収入
補助金収入
助成金収入
生活支援相談事業受託金
老人福祉ｾﾝﾀｰ指定管理料
睦大学受託金
ﾌｧﾐﾘｰ ･ ｻﾎﾟｰﾄ ･ ｾﾝﾀｰ受託金
相談所事業受託金
福祉団体事務受託金
その他受託金
事業収入
貸付事業等収入
共同募金配分金収入
負担金収入
雑収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
施設整備等による収入
財務活動等による収入
前期末支払資金残高
収入合計
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◎災害救援ボランティア情報ネット
ワーク構築事業

市内に暮らす東日本大震災避難世帯への支援に
向けては︑生活支援相談員を配置し︑戸別訪問活動

平成26年度滝沢市社会福祉協議会資金収支決算書

収入の部
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万一の災害発生時に備えた登録ボランティアの登
録情報の確認と整備を行いました︒︵登録者 名︶
116
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福祉おもいやり
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平 成 ₂₇ 年 度

福祉おもいやり

滝沢市社会福祉協議会

会費ご協力のお願い
●会費納入お願いの趣旨
社会福祉協議会（略称…「社協」…）は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした民間非営利
の地域福祉活動団体です。社会福祉法に基づき各都道府県・市区町村に設置されています。社協は、
地域住民と社会福祉関係者の参画・協力のもと、地域住民が住み慣れたまちで安心して生活すること
のできる
「福祉のまちづくり」
を実現することを目的としてさまざまな地域福祉活動を行っております。
滝沢市社協では、ボランティアの育成やその活動メニューの開発、学校を通した子どもたちの福祉
教育、住民の生活課題解決に向けた各種相談事業（弁護士・登記相談など）、生活困窮世帯への資金
貸付事業などを実施しております。
本年度も、市民の福祉課題の解決に向けて各種地域福祉活動の企画・実施に取り組んで参りますので、
趣旨をご理解いただきまして、会費納入にご協力くださいますようお願いいたします。

●会費の種類（滝沢市社協では、下記の会員制をとっています。）
会員種類

会員になる方

世帯会員

市民全世帯を対象としてご加入いただき、事業への参加協
力、運営等に参画することができるとともに、財政面から
ご支援をいただくものです。

賛助会員
特別会員

市内外の個人・団体・法人等を対象としています。事業へ
の参加協力、運営等に参画することができるとともに、財
政面からご支援をいただくものです。

金額（年会費）
500円
一口……1,000円以上
一口10,000円以上

●よくお問合せいただくご質問について
Ｑ．社協の会員について教えて
◎

社協は、地域住民会員（世帯会員）や、法人・団体会員（特別会員）のみなさまで構成され
る民間福祉団体です。滝沢市社協は、全世帯を対象に地域福祉活動を行っており、市内の全世
帯が世帯会員として加入していただけることを目標としております。各世帯様におかれまして
は、滝沢市社協の活動の趣旨をご理解いただいたうえで、自主的に納入していただけるようお
願い申し上げます。
「住み慣れた地域で、安心して暮らしたい」という願いは、誰しも共通の想いではないでしょ
うか。今後、ますます複雑・多様化する福祉の需要に応えていくためには、法律・制度のみで
は行き届かないきめ細やかな活動が必要となって参ります。
社協では、市民みなさまのお力をお借りしながら、「人と人との助け合い」「お互いさま」の
精神で、自分たちの手で解決していく地域福祉を推進する役割を担っております。

平成27年７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

平成27年度 滝沢市福祉ボランティアまつり
〜みんなでつくるバリアフリーのこころ〜

と
場

き：９月12日（土）10時〜15時
所：滝沢市公民館・老人福祉センター前駐車場他

本年もボランティアと福祉団体関係者等が力を合わせて、盛大なまつりを作り上げます。
皆さんもぜひ会場へお越しください！
【わくわく遊びの広場】

【買い物の広場】

くじびき、昔遊びコーナー等

食べ物コーナー、バザー等

【いろいろ体験の広場】

【ステージの広場】

車いす・白杖・手話体験

障がい当事者による基調講演、もちまき、

リフト付車両への乗車体験等

福祉施設・団体による発表等

詳細は後日発行する全戸配布チラシをご覧ください。

車いす利用者の外出支援を行うリフト付
車両への乗車体験ができます

手話コーナーでは日常会話や自己紹介な
ど気軽に体験できます

新鮮野菜の販売や軽食販売などのテント
も立ち並びます

≪ボランティア協力者 大募集！≫
ボランティアが主役のまつりです。ボラン
ティアとして事前準備やまつり当日の各コー

①事前準備ボランティア
●日

時

ナーの運営をお手伝いいただける方を募集し
ています。
ご協力が可能な方は、９月３日（木）まで

９月８日（火）～11日（金）
10時～12時、13時～15時

●場

所

滝沢市老人福祉センター

●内

容

看板作製、バザーの値札付け等の準備

に社会福祉協議会へご連絡ください。
また、昼食につきましては、各自でご準備
いただきますようお願いいたします。

②当日の運営ボランティア
●日

時

●内

容

９月12日（土）９時～16時
各コーナーの運営
（遊び、体験、食べ物など各コーナー等）
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▲▲

「お酒」の悩み、分かち合いませんか？

参加者募集！

ひとり暮らし高齢者 さわやか友の会

「紅葉のつどい」
このたび、秋の紅葉を楽しむ会を行います。みんなで
一緒に楽しい時間を過ごしながら交流を深めませんか。

●期 日：１０月１６日（金）
●場 所：八幡平ハイツ
●参加費：３，２００円
●参加対象：市内にお住まいの概ね65歳以上のひとり
暮らしの方、日中お一人になる方
●集
合：滝沢市老人福祉センター前を10時にバス
が出発します。帰りは16時頃の予定です。
●申 込 み：９月30日
（水）までに世話人、又は社会福
祉協議会へ電話で申し込み
《世話人》浅 利 修 巳 688-6451
…田 中 ミツ子 684-4766
…熊 谷 留 三 687-6501
…社会福祉協議会 684-1110

「アルコール依存症」とは、自らの意志で
飲酒行動をコントロールできず、自分の身
体を壊し家族や友人に迷惑をかけてしまう
事がある大変恐ろしい病気です。
「アルコールを飲まない生き方をしよう」
と思っても、本人の意志ではどうしようも
出来ない事もあります。
そのような悩みを抱えている方達が集い、
共に支え合う事を目的とする「Ａ . Ａ」と
いう団体があります。
「Ａ . Ａ」に参加する条件はただ一つ「酒
をやめたいという願いがある」という事の
みです。
本名も、住所もさらす必要はありません。
お一人で悩みを抱え込まず、痛みを分か
ち合い共にアルコールを飲まない生き方を
目指しましょう！
≪問合せ先≫
滝沢市社会福祉協議会（担当：佐藤隆治）

●日

受講者募集！
！

障がい者外出支援
ボランティア養成講座
身体障がい者の方の外出をお手伝
いするボランティアを養成します。
障がいのある方もない方も豊かに
暮らせるまちづくりのお手伝いをし
てみませんか？

程：①10月１日（木） 10：00～12：30
身体・食事介助方法、コミュニケーションに
ついての講義及び実技
②10月７日（水） 11：30～15：30
外出支援の体験（盛岡市内のショッピングセンター）
③10月15日（木） 10：00～12：00
外出支援について先輩ボランティアとの交流
●会 場：障がい者支援施設…瑞雲荘
（住所：滝沢市大釜吉水96-1）
●参加費：講義に係る費用は無料ですが、第２回の講義
に係る昼食代は各自ご負担願います。
●定 員：５名程度
講座終了後は、外出支援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。

●申込み：９月25日（金）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。

「福祉の就職総合フェア2015」開催のご案内
社会福祉施設・事業所等が、就職
を希望する方や福祉の職場に興味の
ある方に、個別面談で事業紹介や職
員採用案内を行うほか、福祉の職場
に必要とされる資格や適性等に関す
る相談に応じます。
みなさまのご参加をお待ちしてお
ります。

■開催日時：８月９日（日） 11：00～16：00
■開催場所：ホテルニューカリーナ２階
■参加方法：直接会場までお越しください。
（参加費無料、入退場自由、履歴書不要）
■主
催：岩手県、岩手県社会福祉協議会 / 岩手県福祉人材センター
■問合せ先：岩手県福祉人材センター（担当：照井）
電 話 637-4522

平成27年７月15日
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福祉おもいやり

各種相談所を
ご利用ください

開催日

市民の皆様を対象とした各種相談所を
開設しています。一人で悩みを抱え込ま
ず、一緒に考えましょう。個人のプライ
バシーは秘密を厳守しています。相談料
は無料です。
ご予約は☎６８４−１１１０へ。
●く ら し の 相 談（くらしの相談員）
●法 律 相 談（弁 護 士）
【予約制】
●相続・登記相談（司法書士）【予約制】

間

内

容

会

場

予約締切日

くらしの相談

老人福祉センター

予約不要

8/……4（火）14：00-16：00

法律相談

スマイルすまいる

8/……1

8/11（火） 10：00-12：00

くらしの相談

老人福祉センター

予約不要

8/13（木） 10：00-15：00 相続 ･ 登記相談 スマイルすまいる

8/11

8/18（火） 10：00-12：00

法律相談

スマイルすまいる

8/14

8/25（火） 10：00-12：00

くらしの相談

老人福祉センター

予約不要

9/……1（火）14：00-16：00

法律相談

スマイルすまいる

8/28

9/……8（火） 10：00-12：00

くらしの相談

老人福祉センター

予約不要

9/10（木） 10：00-15：00 相続 ･ 登記相談 スマイルすまいる

9/……8

9/15（火） 10：00-12：00

9/11

滝沢市老人クラブ連合会スポーツ大会
６月18日、滝沢総合公園体育館を会場に第38
回滝沢市老人クラブ連合会スポーツ大会が開催
されました。滝沢市内の老人クラブ21団体から
約500人が参加しました。
◦優

時

7/28（火） 10：00-12：00

法律相談

スマイルすまいる

ご寄附 ありがとうございました
平成27年５月１日から６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》
◦斉藤……邦彦…様…
（退職の御礼にかえて）…
500,000円
◦匿名（2件）…
9,864円
《使途指定寄附》
◦匿名（1件）…
13,000円

勝

☀親子で☀

大釜会（大釜）
◦準優勝
上寿会（上の山）
◦第３位
おしどり会
（元村北）

課題 ﹁

こ

はな

と

わ

心
佐々木

花

ちゃん（２歳３か月）

Ｑ お子さんが得意なことは？

何事にも興味を持って元気に育ってほしいです︒

Ａ 心花ちゃん・音楽に合わせてダンスすること︒
心和ちゃん・楽しそうに寝返りをして笑うこと︒

Ａ

Ｑ どんな大人になってほしいですか？

Ｑ 子育ての楽しいところはどこですか？

ちゃん（５か月）
さん

Ａ 心花のイヤイヤ期で困る事も多いですが︑心
和の笑顔に癒され毎日楽しいです︒

わが希望
迷惑かけず
生きること
幸泉︵川前︶

仙波

明日明日と

希望は伸びて
長生きし
源治︵元村︶

久保田

Ｑ 子育てで心がけていることは何ですか？

心 和
ひろえ

Ａ 全てを手助けはせず︑自分でできそうな事︵箸
で食べる︑服の着替え︶は見守るだけにして
います︒

選

Ｑ ご意見・ご要望等お願いします

希望 ﹂
一本木仙人

次回課題 ﹁ 背 ﹂
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
八月十五日
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 同じ月齢の子のお母さん達がお話できる場や︑
室内だけでなく外で遊べる機会が欲しいです︒

ポジションは 家のまんなか
私だよ
まき子︵篠木︶
古川

米寿過ぎ
夢も希望も
老妻まかせ
保︵巣子︶

細波

希望は今でも
捨てられぬ
鐘孝︵巣子︶

山瀬

七十余年

≪元村南≫

