令和 4 年(2022)7 月

№63

「七輪の会」

武川町デイサービスセンターで、恒例の「七輪の会」が行われ、青空のもと利
用者の皆さまが七輪を囲み、思い思いにじゃがバターやウインナー・マシュマロ
を焼いて堪能し、とても喜んでいました。

●令和３年度社協決算・事業報告 















●寄付お礼・社協会費・無料法律相談 









●地域福祉課事業 




































●成年後見制度中核機関 



























●社協の介護事業所 
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令和 3 年度決算及び事業報告をお知らせいたします
決算報告
収入の部
介護保険事業収入

当期活動増減差額 3.8％

（単位：円）

決算額
347,405,735

障害福祉サービス収入

16,335,450

補助金収入

67,278,000

会費収入

11,727,600

受託金収入

15,899,254

寄付金収入

1,769,371

その他の収入

6,896,160

当期活動増減差額
収入合計

その他の収入 1.4％

寄付金収入 0.4％
受託金収入 3.3％
会費収入 2.4％
補助金収入
13.8％
障害福祉
サービス収入
3.4％

収入合計
486,058,677 円

介護保険事業収入 71.5％

18,747,107
486,058,677

その他の支出 0.4％

助成金支出 0.6％
負担金支出 1.3％

支出の部

決算額

人件費支出

389,739,761

事業費支出

52,564,168

事務費支出

32,395,448

負担金支出

6,120,000

助成金支出

2,784,030

その他の支出

2,455,270

支出合計

事務費支出 6.7％
事業費支出
10.8％
支 出
486,058,677 円

人件費支出 80.2％

486,058,677

事業報告
法人運営事業

１.理事会・評議員会・監査会等の開催
２.職員研修
３.職員資格取得の推進
４.関係機関との連絡調整
５.広報啓発事業
○社協だより「ほのぼの」の発行
○社協ホームページの運用
６.赤い羽根共同募金運動事業

生活支援事業

１.権利擁護センター事業
２.法人後見事業
３.福祉総合相談事業
４.無料法律相談事業
５.緊急食料支援事業
６.あたたか年越し支援事業
７.生活困窮者家計改善支援事業
８.日常生活自立支援事業
９.貸付事業
○北杜市社会福祉金庫貸付事業
○居室整備資金貸付事業
○生活福祉資金貸付事業
○生活福祉資金特例貸付事業

介護保険事業・障害福祉サービス事業
１.訪問介護事業〔ホームヘルプサービス〕
２.通所介護事業〔デイサービス〕
３.ふれあい広場事業〔通所型介護予防事業〕
４.居宅介護支援事業〔ケアプラン作成〕
５.北杜市介護に関する入門的研修

地域福祉推進事業
１.ボランティア活動推進事業
○ボランティア活動基盤整備
○ボランティアルーム等貸し出し
○傾聴ボランティア養成講座
○災害ボランティア事業
○手話奉仕員養成講習会
○介護支援ボランティア事業
○福祉教育学習会
○ボランティア活動普及校事業
○福祉ポスター事業
２.地域福祉活動の推進
○生活支援体制整備事業
○ふれあいいきいきサロン事業
○脳トレ冊子の配布
○お楽しみ給食サービス事業
○地域見守り事業
○福祉車両・福祉用具等の貸し出し
３.児童福祉事業
○出産お祝い品贈呈事業
○子供の遊び場整備事業 等
４.地域委員会事業
○給食サービス事業 等
５.共同募金配分金事業
○歳末たすけあい運動事業
６.福祉団体の支援
○北杜市老人クラブ連合会
○北杜市身体障害者福祉会
○北杜市母子父子寡婦福祉連合会
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あたたかいご寄付をありがとうございました
令和 4 年 4 月～6 月（敬称略・順不同）

中村 三郎 様

30,000 円

（故）藤崎 静江 様

タオル等

ふたりのばぁば 様

18,000 円

小淵沢小学校 様

洗剤

新海 洋雄 様

50,000 円

清水 ぬい子 様

折りたたみベッド等

小林 英彦 様

30,000 円

生長の家 様

匿名

20,000 円

雑巾

皆様からの会費で福祉のまちづくり！
北杜市社会福祉協議会会費にご協力ください。
北杜市社会福祉協議会(通称:社協)は、社会福祉法第１０９条に位置づけられた、地域福祉の推進を目的とする福祉
団体です。誰もが安心して暮らすことができるまちづくりを目指し、様々な福祉サービスの提供や住民の皆様の行う
福祉活動を支援しています。
こうした活動を進めていくうえで、社協の自主財源として位置づけられるものが「社協会費」です。社協会費は、
任意のものであり強制ではありませんが、住み続けたいと思える地域づくりに取り組む本会の活動の趣旨にご賛同い
ただき、多くの皆さまに会員としてご参加くださいますよう
令和 4 年度社協会費納入書
お願い申し上げます。
◎一般会員 一世帯 1,000 円（年額）
氏 名
〔自治会へ加入されている方〕
住 所
区長さんなど自治会役員の方を通じて、9 月に別途納入
をお願いさせていただきます。
会 費
〔自治会へ加入されていない方〕
納入場所：社会福祉協議会窓口
右記の納入書でのご協力をお願いします。
◎賛助会員 法人、団体、事業所 1 口 5,000 円（年額）
社協より封書にてお願いをしております。
●各窓口受付時間 午前 9 時～午後 5 時（平日）
●不在の場合がありますので、来所の際は事前にお電話をお
願いします。

本所・高根支所 ☎ 47-5202
明野支所
長坂支所
白州支所
小淵沢支所

☎ 25-3289 須 玉 支 所 ☎ 42-3883
☎ 32-3551 大 泉 支 所 ☎ 38-0133
☎ 35-2383 武 川 支 所 ☎ 26-3568
☎ 36-4460

無料法律相談開設
相続、事故、近隣トラブル、借金、消費者被害等・・・お困りではありませんか？
弁護士に無料で相談できる相談会を開設します。
時

間 13：00～16：00（相談時間：１人 30 分）

定 員

6 名（定員になり次第締め切り） ※事前予約が必要です。

お申し込み・問い合わせ先 生活支援課 ☎ 46-1005

開
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設

日

予約受付開始

９月１５日（木）

８月１日（月）

１０月２０日（木）

９月１日（木）

１１月１７日（木）

１０月３日（月）
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会

場

泉温泉健康センター（大泉町谷戸１８８０）
社会福祉協議会 本所

シニアいきいき講座参加者募集〜趣味を見つけてみよう（写真編）〜
団塊の世代が 75 歳を迎える 2025 年問題を前に、コロナ禍でなかなか交流や外出が出来ない時こそ、
自宅や身近な場所で始められる趣味を見つけてみませんか？ ぜひご参加ください。
【開 催 日】①９月６日 ② 13 日 ③ 20 日 ④ 27 日 ⑤ 10 月４日の火曜日 全５回
【時
間】13：30～15：00
【会
場】社会福祉協議会 本所
【講
師】Studio Light Box なかじま写真館 代表 中嶋 一 氏
【対
象】65 歳以上の市民の方
【定
員】10 名 （定員になり次第締め切り）
【受 講 料】無料
【持 ち 物】お持ちのカメラ類（スマートフォン・デジカメ・一眼レフカメラなど）
【申込期日】8 月 19 日（金）まで









身近な体験から感じた思いや、
どうしたら地域の方が幸せに暮らせるか…など、
福祉についてポスター




で表現してみませんか。








【募集作品】8ッ切り
（38㎝× 27㎝）
または A3 サイズ
（42㎝× 29.7㎝）
の白画用紙を使用してくだ




さい。
画材、色彩、タテ・ヨコ、文字入れは自由です。




【応募資格】北杜市内の小学生・中学生


【応募条件】一人につき 1 点。
（未発表のものに限ります）




【応募方法】応募用紙に氏名・電話番号など記入し、社会福祉協議会まで持参、または郵送にてご応募




下さい。




※応募用紙は社協のホームページにもあります。応募用紙は作品に貼り付けず、添えてください。




【募集期間】9 月 2 日（金）まで
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市母子父子寡婦福祉連合会主催「親と子のつどい」の参加者を募集します。




親子一緒にミュージカルをご覧になりませんか。ぜひご参加ください。




【開催日間】8 月 27 日（土）13：30～16：30




※集合場所 須玉森の図書館入り口前に 13:30 にご集合ください。


【開催場所】須玉町ふれあい館（北杜市須玉町若神子 521-17）




【内
容】ミュージカル「眠れる森の美女」鑑賞


【対
象】市内在住ひとり親家庭の親子・北杜市母子父子寡婦福祉連合会会員




【参 加 費】大人１,000 円 高校生以下無料（未就学児は親同伴）


※参加費の支払いとチケットの受け渡しは、当日集合後の受付時となります。




【申込締切】8 月 10 日（水）まで（定員 30 名になり次第締め切り）


【申し込み・問い合せ】




北杜市母子父子寡婦福祉連合会事務局（北杜市社会福祉協議会本所）


TEL 47 － 5202 FAX 47 － 5206




※なお、新型コロナウイルス感染症の状況により中止となる場合があります。




ひとり親交流事業 「親と子のつどい」

お申し込み・問い合わせは、地域福祉課 TEL 0551-47-5202

FAX 0551-47-5206
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࠰ࢸᙸСࡇỉႻᛩᆸӝ
令和 4 年 4 月、社協では市からの委託をうけ成年後見制度利用促進法における
中核機関を設置しました。
中核機関は、成年後見制度に関するさまざまな相談窓口となり、後見人等である
ご家族等の相談にも応じます。また、この制度が利用しやすくなるために、関係機
関や地域とネットワークの構築を目指します。

ẮỮễẮểỆẾềẟộẶỮẦᾎᾎ
知的障がい・精神障がい・発達障がい・認知症などによってひとりで決めることに
不安や心配のある方やそのご家族のために電話や来所、訪問で相談をお受けします。

࠰ࢸᙸСࡇỆếẟề
ჷụẺẟᴿ

ợẪỪẦỤẵỆ
ɧᙲễờỉử
ڎኖẲềẲộẾẺḠ

ᨦầẟỉẝỦ܇Ễờỉ
ᚃʧẨࢸầ࣎ᣐὉὉὉ

᥉ởᝠငỉ
ሥྸẆዓẨầ
ᩊẲẪễẾềẨẺḠ

成年後見制度とは？？
認知症や障がいなどによって物事を判断する能力が十分ではない方に対し、後見人等が本人に代わって財
産や権利を守るなど、ご本人を法律的に支援する制度です。

北杜市社会福祉協議会 権利擁護センター
（北杜市成年後見制度中核機関）
ご相談・問い合わせ
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☎０５５１－４６－１００５

〒 408-0011

月～金曜日（祝日年末年始を除く）8：30～17：30

北杜市高根町箕輪新町 50 番地

ほのぼの

介護のことなら
お任せください！

ᅈңỉʼᜱʙಅ

梅雨も明け、猛暑が続いております。新型コロナウイルスについては、安心とは言えないですが少し
ずつ寄添う活動ができるようになってきました。
ボランティアの皆様を早く迎えられるように願いながらレクリエーションを楽しんでおります。

高根町デイサービス

「こどもの日」手作りの鯉のぼりケーキ
可愛くて美味しいと大好評でした。

・昔懐かしいお田植ゲーム 「昔は手で植えたよ。大変だった！」
・渓流釣りゲーム 「オットト」たくさん釣りあげ、ご婦人方も意外と上手です。

大泉町デイサービス

あ～した天気にな～あ～れ！
皆さんで折った“てるてる坊主”で
早い梅雨明けとなりました。

・
「大きな声で パッパッパッ…」食前の健口体操は、誤嚥予防
にとても効果があります。
・お昼寝の後は、歌体操で心も体もリフレッシュ！

小淵沢町デイサービス

・
「ハーイ両手を上に」 毎日 20 分、
機能改善体操を行っています。
・
「蹴ってストーンを弾いて！」椅子カーリングで盛り上がりました。

暑さを吹き飛ばす
新メニュー！ビビンバ。

武川町デイサービス

・パラリンピック競技の「ボッチャ」を、武川デイ
仕様にアレンジしたレクリエーションです。
挑戦に応援に楽しんでもらえました。



デイサービスの介護スタッフ【パート】募集

詳細に
つ
お
問合せ いては
給
与：時給９５０円 勤務時間：８：３０～１７：:００（要相談）
☎ 47 下さい
資
格：無資格、未経験の方も OK です
-520
2
勤務場所：大泉町デイサービスセンター
小淵沢町デイサービスセンター



『社協だより ほのぼの』は、市民の皆様から寄せられました善意の
赤い羽根共同募金の配分金の一部を財源としています。
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