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シャボン玉とたくさんの笑
顔に包まれたオープニング
セレモニー

９月23日、福祉の村を会場に福祉施設・団体やボランティアの皆さんのご協力をいただき「平成
26年度ふれあい福祉まつり」を開催しました。
天候にも恵まれ、約1,900名のご来場をいただき、模擬店、ステージ発表、親子フリーマーケット
など多くのコーナーがにぎわいました。
また、恒例の福祉バザーには企業・商店をはじめ、多くの皆様から物品をご提供いただきました。
その売上金135,575円は赤い羽根共同募金と東日本大震災久慈市地震災害義援金へ寄付させていただ
きますことをご報告するとともに、ご協力いただいたすべての皆様に厚くお礼を申し上げます。

久慈市社協ホームページ http://www.kuji-shakyo.jp
E-mail info@kuji-shakyo.jp
この広報紙は共同募金配分金の一部をあてて発行しています

洞窟探検

洞窟について勉強中!!

寺子屋合宿 in 慈光寺
８月９～10日、今年も大川目町の慈光寺を会場に、小学生46名の参加と、ボランティア39
名（中学生、高校生、社会人）の協力のもと開催しました。
初めて会う人ばかりで最初は緊張した表情だった子ども達も、同じ班の子やボランティアのお
兄さん・お姉さんとすぐに仲良くなり、笑顔で元気一杯な２日間を過ごしました。
たくさんの人達との出会いを通して子ども達は、相手を気遣い、思いやることの大切さを学ん
で、帰る頃には、一回り成長したように見えました。
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喜んでくれました
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平成25年度一般会計資金収支計算書
収

入

その他
利用料
8,485,850
（3.5％）

支

前期末支払
資金残高
18,455,809
（7.6％）
経常経費補助金
43,337,026
（17.8％）

事業費
46,979,208
（19.3％）

合計
242,849,108

介護保険
67,220,725
（27.7％）

受託金
81,071,662(33.4％）

合計
242,849,108

平成25年度は、
「東日本大震災被災世帯の生活復旧・復興」と「地域での支えあい活動の推進」を重点事業に、
久慈市をはじめ関係機関・団体と連携し、地域の皆さんの参加・協力をいただきながら各種事業を展開しました。
被災者支援は、昨年度に引き続き、岩手県社協から生活支援相談員設置事業を受託し、生活支援相談員によ
る訪問活動と被災地区サロンやふれあいの集いの開催により、被災世帯の状況把握や心のケア、情報提供に努
めました。
また、福祉基金利息を活用した地域でのボランティア活動への助成や「ふれあいサロン」の訪問強化などに
より、地域での支えあい活動を推進したほか、「寺子屋合宿」や「福祉作文コンクール」、「福祉教育出前講座」
を実施し、福祉教育の推進にも努めました。
主な事業は次のとおりです。

人件費
140,452,107
（57.8％）

事務費
23,193,892
（9.6％）

共同募金配分金 8,935,469(3.7％）

（単位：円）

一般会計貸借対照表総括表（平成26年３月31日現在）

（単位：円）

資産の部
科

目

金

流動資産
現

額

科

目

33,489,066 固定資産

金

35,022

基本財産

預貯金

4,023,656

未収金

28,499,147

立替金

177,021

建物附属設備

前払金

254,220

その他の固定資産

会計単位内貸付金

500,000

基本財産特定預金
建物

科

金

額

科

目

金

5,874,974

168,884,110

貸付事業資金貸付金

1,257,000

2,000,000
165,426,735

長期預け金

48,403,550

1,457,375

県社協共済預け金

15,796,495

394,318,529

福祉基金積立預金

251,288,021

1,007,980
1,888,820

科

財政調整基金積立預金
資産の部合計

目

金

額

流動負債

19,886,998

基本金

未払金

17,846,794

福祉基金

251,288,021

預り金

1,540,204

国庫補助金等特別積立金

111,239,350

会計単位内借入金
固定負債

500,000
64,200,045

2,000,000

財政調整基金積立金

68,701,689

次期繰越活動収支差額

79,375,602

全社協退職給与引当金

48,403,550

県社協共済引当金

15,796,495

純資産の部合計

512,604,662

84,087,043

負債及び純資産の部合計

596,691,705

負債の部合計

100,000

全社協退職共済積立預金

車輌運搬具

額

額

器具及び備品

純資産の部
目

金

563,202,639

構築物

負債の部

事 業 報 告

「誰もが参加し、支えあい、共に創ろうふくしのまち」をテーマに、地域の皆さんからのご支援・
ご協力をいただきながら事業を推進いたしました。ご協力ありがとうございました。

助成金
9,893,578
（4.1％）

助成金
195,000
（0.1％）

（24年度より繰越）

久慈市社協

出

その他（負担金、貸付事業等） 当期末支払資金残高
（26年度へ繰越）
積立預金積立金
857,720(0.4％）
13,602,068(5.6％）
7,870,535(3.2％）

会費 10,888,560(4.4％）
寄付金 854,941(0.4％）

（受取利息、施設整備補助金等）

3,404,066(1.4％）

平成25年度

（うち当期活動収支差額）

△ 532,703

68,701,689
596,691,705

１ 会の運営

６ 福祉教育の推進

・理事会（５回）・評議員会（２回）の開催
・監査（１回）・出納調査（３回）の実施

・鯉のぼりフェスティバルの開催（12保育園300名参加）
・寺子屋合宿の開催（小学生76名参加）
・福祉作文コンクールの実施（応募作品43編）
・福祉教育出前講座の実施（延べ27回）

２ 地域福祉事業の推進
・地域での支えあい活動の推進
(支えあい活動情報紙の発行、地域福祉講演会の開催）

・ふれあいサロン実施の支援（登録サロン数92カ所）
・福祉情報の提供（社協だよりの発行「4回」、
ホームページの開設「随時更新」、声の広報「24回」）

３ 地域活動支援センター「チャレンジランド」の運営
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（参加者422名）

（被災世帯訪問延べ733世帯、被災地区サロン延べ104回）

・地域活動支援センター「チャレンジランド」の運営（延べ143回）

８ 介護支援事業の実施

４ ふくしサロン「しあわせS U N」の運営

・居宅介護支援事業の実施（ケアプラン作成 3,433件）
・要介護認定訪問調査の実施（177件）

・
「しあわせ S U N ご近所介護ステーション」の運営
（デイサービス利用者・一般入場者等

3,000名）

・
「しあわせ S U N つどいの広場」の運営
（親子等利用者・一般入場者等

10,383名）

５ ふれあいのまちづくり事業の推進
（登録36団体・2,244名）

声の広報の様子

・敬老会事業の実施（対象者5,850名）
・いきいきシニアスポーツ大会の運営

・白樺大学（高齢者生きがい教養講座）の開催
・歳末たすけあい運動の実施（870名に激励金を贈呈）
（参加者延べ426名）
・久慈市社会福祉大会の企画・運営（22名、4団体を表彰）
・元気の泉在宅介護支援センター運営事業
・介護機器貸し出し事業の実施（延べ589件）
・日常生活自立支援事業の実施
・心配ごと相談所の開設（相談件数延べ798件）
・生活支援相談員設置事業

・ボランティア活動センターの運営

あんしんお手伝い教室の様子

７ 受託事業

・災害ボランティア活動の推進（連絡会議・県防災訓練参加）
・手話入門教室の開催（参加者延べ44名）
・ふれあい福祉まつりの開催（参加者数1,778名）
・あんしんサポート事業の実施（利用件数延べ327件）
・福祉施設ふれあいサロンの実施の支援
・友愛はがき事業の実施

９ 貸付事業の推進
・生活福祉資金、たすけあい資金貸付事業
（貸付件数57件

相談件数544件）

10 施設の管理運営
・総合福祉センターの管理運営
・
「福祉の村」、
「屋内温水プール」、
「山形老人福祉
センター」の管理運営（指定管理）

11 その他の事業
・権利擁護の取り組みの推進（検討会等への参画）
・苦情解決第三者委員の設置（苦情申し立て件数0件)
・福祉基金の積立（26年3月末現在 251,288,021円)
・共同募金運動の促進
社協だより 4

じぶんの町を良くするしくみ。

今年も一世帯当たり500円以上を目安に運動を展開しています！
「町に愛を。胸に羽根を。
」をキャッチフレーズに今年も₁₀月１日から全国一斉に赤い羽根共同募金運動が始ま
ります。毎年、みなさまのやさしい心に支えられ、お寄せいただいた善意は福祉の向上に役立てられております。
赤い羽根共同募金は、民間の福祉活動を支援するための募金として、身近な地域で活用されますので、地域福
祉の推進のため、どうぞあたたかいご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
今年度の久慈市の目標額は８，
０００，
０００円です。

共同募金は、ご家庭にお願いするほか街頭や職場、学校、会社、団体などにもご協力をお願いすることにして
います。
今年寄せられた善意は、平成 ₂₇ 年度に県内の民間福祉施設等の整備費や社会福祉協議会・町内会・ボラン
ティア団体が行うさまざまな地域福祉の事業費として、
次のとおり助成（合計４，
８４６，
０００円）される予定です。

ふれあいサロン事業、 介護機器貸出事業、 声の広報事業、
チャレンジランド運営、 鯉のぼりフェスティバル、 福祉作文コンクール、
WING フェスタ、 ボランティアセンター運営、 手話教室、
ボランティアの集い、 ふれあい福祉まつり、 福祉団体活動助成、
社会福祉大会、 社協だより発行、 まちづくり支援事業助成 など
ご家庭で、職場で、学校で、共同募金はいつでも、どこでも参加できるボランティア活動です。

今年もみなさまのご支援、ご協力をお願いします。
共同募金についてのお問い合わせは岩手県共同募金会久慈市共同募金委員会 久慈市社会福祉協議会内 ☎53 3380まで

ありがとうございました
今年度、市内３カ所のグループが岩手県共同募金会から福祉のまちづくり支援
事業（平成25年度の赤い羽根共同募金による助成事業）による備品購入費の助成
を受け、次のとおり活動備品を整備しました。
赤い羽根共同募金にご寄付くださった皆様にご報告するとともに改めて感謝を申し上げます。ありが
とうございました。
○外屋敷町内会：侍浜町（会長

畑中

○ふれあいサロン旭町：旭町（代表
○サロン「こころ」：栄町（代表

勇吉）

整備品：枝払機
泰子） 整備品：オーブンレンジ、リハビリボール
トモエ） 整備品：ハンドベル、カラオケセットほか

大橋
松村

災害義援金の募集について
被災者支援のため、次の義援金を募集しております。みなさまのご協力をお願いします。
■平成26年徳島県台風11・12号災害義援金
（義援金受付期間：平成26年8月27日〜平成26年10月31日）
■平成26年広島県大雨災害義援金
（義援金受付期間：平成26年8月22日〜平成26年12月26日）
■丹波市豪雨災害義援金
（義援金受付期間：平成26年8月25日〜平成26年10月31日）
■平成26年8月京都府豪雨災害義援金
（義援金受付期間：平成26年8月25日〜平成26年10月31日）
■7.9 南木曽町豪雨災害義援金
（義援金受付期間：平成26年7月28日〜平成27年3月31日）
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いきいきシニアパワー輝く！
９月13日︵土︶、県営運動公園（盛岡市）で第26回岩手県民長
寿体育祭「いきいきシニアスポーツ大会」が行われ、各広域圏ご
とに編成した11チームで競いました。久慈市からは選手団54名
が出場し、第８位の成績を収めました。

主な成績
○ボール送りリレー 夏井チーム（膳棚勇監督）第２位
○₆₅歳以下男子₁₀₀ｍ 梅沢 政隆（夏井町）
第３位

福祉教育出前講座は市内小中学生を対象に、キャップハンディ体験（車いす体験、アイ
マスク・白杖体験）、高齢者疑似体験、点字・手話を体験する機会を提供し、障がい者や
高齢者に対する知識と理解を深め、福祉の心を育むことを目的としています。
【アイマスク・白杖体験】
階段の昇降や、靴の履き替
えを全盲の状態で体験し、
視覚障がい者への知識と理
解を深めていきます。
【車いす体験】
スロープや段差を利用し
て正しい車いすの使い方、
介助の仕方を学んでいき
ます。

【高齢者疑似体験】
装着キットで白内障や
難聴の状態を疑似体験
します。

その他点字・手話体験も行っており、ご希望の日時等を伺いながら調整して講師を派遣
いたします。お気軽にお問い合わせください。
■申込・問合せ先
久慈市社会福祉協議会（☎５３－３３８０）
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ご寄付ありがとうございました
◆福祉基金

（平成 26 年 7 月から 9 月まで）

●ボランティアサークルホットタウン…
●田中 雄幸 ……………………………
●大向真理子 ……………………………
●匿 名……………………………………

◆ボランティア活動センター

20,000 円
1,000 円
4,490 円
7,895 円

への支援物資

●山 口 県 …… 西岡好徳（竹笛）
（敬称略）

生活復興支援のご案内
■生活復興支援資金の貸付
被災した所得が少ない世帯が対象で、住居の移転費、家具什器・自
動車購入等に必要な経費、住宅補修等に必要な経費の貸付です。

■ボランティアの派遣（ボランティア活動センター）
ボランティアが引っ越しや掃除などのお手伝いをします。

■生活支援相談員による訪問とサロン活動
○訪問活動
相談員が被災された世帯を訪問して、体調の変化や心配ごとなどをお伺いしています。お電話で
の相談はもちろん、ご希望に合わせて訪問いたします。
○サロン活動
心のケアを目的としたサロンを開催しています。（サロンでは、血圧測定や個別相談、語り合
い、簡単な体操などを行っています。）
①被災地区でのサロン活動
開催地区：湊町上、湊町中下、元木沢、二子、玉の脇、夏井駅前・大湊、半崎、久喜、小袖
※地域の回覧板などでご案内しています。
②サロンここから
開催日：１０／３・７・１４・２８
※原則−第１・２・４・５火曜日、第１・３・５金曜日
１１月以降の開催日については、
久慈市保健推進課
（☎６
１−３３
１
５）
へお問い合わせください。
場 所：久慈市こころとからだの相談センター（久慈市保健センター）

お問い合わせは社協まで

村温
福祉の

お気軽にご連絡ください。

☎５３−３３８０

水プール
からのお知らせ

★無料開放のお知らせ
★教室のご案内
10月13日(月)体育の日は10時〜18時まで無料
・親子スイミング教室
10/25、11/22、12/13、1/24、2/14、
開放いたします。
★開館時間短縮のお知らせ
3/14 参加希望日をお選びください
10：30〜11：30
10月〜翌年３月までの日曜日及び振替休日とな
料金 500円/ 1 回
る月曜日の開館時間を短縮いたします。
開館時間 10時〜18時
・スイミング教室
12/5までの毎週金曜日
※その他休館日はお電話で確認をお願いします。
★臨時休館のお知らせ
13：45〜14：45
料金 教室日数×500円
温水プール水の入替え・清掃作業のため、下記
の期間は休館いたします。
お申込み・お問い合わせ 福祉の村屋内温水プール☎53−9292
10月27日〜30日
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お 知 ら せ・ ご 案 内

「しあわせ S U N」
つどいのひろば行事予定
・絵本読み聞かせ「よんで！よんで！！」
10／3（金）・11／7（金）
・スマイル子育て相談会
10／１0（金）・11／14（金）
・親子あそびの講習会「SUNSUNひろば」
10／１7（金）・11／21（金）
・まちの保健室（健康相談）
10／８（水）・11／８（土）
◇時 間 いずれも１０時３０分～

認知症の人と家族のつどい・くじ
◇日

時 １１月１4日（金）
１３時３０分〜１５時３０分
◇場 所 元気の泉
◇参加費 無料
◇問合せ 川向幸子 ☎７２－２１５９
ひとりで悩んでいませんか。認知症の人も家族も
不安でいっぱいです。病気のことや介護について語
り合い、人とのつながりを大切にし、一歩一歩進ん
世話人 川向幸子
でいきましょう。

（まちの保健室のみ１０時～）
※行事予定は変更になる場合がありますので、ご確認をお願いします。

◇連絡先

しあわせSUN ☎61－3933 ※火曜日は休みです

山形老人福祉センター
ふるさとの紅葉路をゆくウォーキング交流会
◇日
時
◇集合場所
◇コ ー ス
◇参 加 費
◇定
員
◇そ の 他

10月31日（金） ９時～（雨天決行）
平庭高原スキー場 サイドハウス千春
平庭高原の遊歩道や塩の道など（約5.5.km）
昼食代として1,400円（ジンギスカン食べ放題）
20名（定員になり次第締切りとします）
⑴久慈市役所よりバスを配車します（出発 ８時）
⑵山歩きができる履物・服装でご参加ください。
⑶雨具・飲み物は各自でご用意ください。

手話入門教室のご案内
時 10 月９日～11月６日までの毎週木
曜日 午後６時30分～午後８時
計５回
◇場
所 久慈市総合福祉センター（福祉の村）
◇内
容 手話の基礎から講習します。
◇募集人数 20名程度
◇受 講 料 無料
◇申 込 み 社協本所（☎53－3380または
☎53－3377）

◇問 合 せ 10月23日（木）までに社協山形事務所
☎72－2800

◇日

久慈市総合福祉センター

浴室設備工事のお知らせ
11月11日(火)〜11月15日(土)は、浴室
設備工事のため、浴室の利用はできませ
んので、ご理解とご協力をお願いします。

高 齢者講座「白樺大学」のご案内
【山形地区学級】

【夏井地区学級】

◇日 時
10月24日(金) 10時～
◇会 場
山形老人福祉センター
◇内 容
「赤そば打ち体験講習会」
◇参加費 材料代 500円
（当日徴収）
◇定 員 40名

◇日 時
11月５日(水) 10時～
◇会 場
夏井公民館
◇内 容
「ニュースポーツ講習会」
◇参加費 無料
◇定 員 40名

◆申込み
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【小久慈地区学級】
◇日 時
11月21日(金)
◇会 場
小久慈公民館
◇内 容
「体力測定会」
◇参加費 無料
◇定 員 40名

10時～

各講座開催日の１週間前までに社協本所☎53－3380又は社協山形事務所☎72－2800

しあわせＳＵＮ
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社協では、久慈市

こんなことで困っている方はいませんか？

地域包括支援セン

介護保険関係の書類
計画的にお金を使い
がたくさんくるけど、
たいけど、いつも
どう手続したらいい
迷ってしまう方
かわからない方

(相談窓口）の委託を

福祉サービスを使い
たいが、どうすれば
いいかわからない方

最近物忘れが多くて
預金通帳をちゃんと
しまったか、いつも
心配な方

ターよりブランチ
受け、元気の泉内に
「介護相談」の窓口

問相談もできますの

００１４
久慈市旭町７
１２７

久慈市社会福祉協議会

でお気軽にご連絡く
ださい。（秘密厳守）
イラスト：全社協発行日常生活自立支援事業パンフレットより引用

もし、上記のことで困っている方がいらっしゃいましたら、まず、社会
福祉協議会にご連絡ください。
「専門員」
がご相談に応じます。
（秘密厳守）
問合せ先：久慈市社会福祉協議会 ☎ 53－3380

問合せ先
社協介護支援係
☎61─1554

３

−

高齢の方や障がいを持った方が地域で安心して生活が送れるよう福祉
サービスの利用手続きの援助や代行、また、それにともなう日常的金銭管
理などをおこなう事業です。

ブランチ社協
の紹介

窓口相談のほかに訪

発行／社会福祉法人

−

愛称「あんしんねっと」

地域包括支援センター

を設置しています。

〠０２０

−

日常生活自立支援事業

ＴＥＬ ０１９４ ３３８０
ＦＡＸ
７７１５
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