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主な内容

福祉まつり ……………………………………………………………２〜３ページ
平成26年度久慈市社協事業報告・収支決算 ………………………４〜５ページ
赤い羽根共同募金・災害義援金の募集 …………………………………６ページ
県シニアスポーツ大会、ＷＩＮＧ☆フェスタ ……………………………７ページ
生活あんしん相談室、生活復興支援のご案内 …………………………８ページ
お知らせ・ご案内 …………………………………………………………９ページ
白樺大学、温水プールのお知らせ、共同募金助成事業のご案内 ……10 ページ

寺子屋合宿 in 慈光寺

今年も寺子屋合宿を開催し、市内小学生70名とボランティア42名（中学生・高校生・社会人）が参加
しました。
今年は、久慈まめぶ部屋の皆さんと一緒にまめぶを作って食べたり、「久慈市がこんな町ならいいな」
をテーマにみんなで話し合いをしたり、自分たちの生まれ育った久慈市について理解と関心を深めること
ができました。子ども達はたくさんの人と出会い、そして、中学生・高校生ボランティアのお兄さん、お
姉さんとのふれあいの中で、思いやりの心を学ぶことができました。

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
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８月30日に福祉の村において、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27年度ふれあい福祉まつり」を開催しました。
当日は天気にも恵まれ、約1,700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153,310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、ご協力いただいた多くの皆様に厚くお礼を申し上げます。
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ステージ発

表

久慈茶道会による

茶会

赤い羽根
共同募金活
動

小久慈小学校ボランティア委員会の皆さんが
募金を呼びかけてくれました

のみなさん
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手話を使った演目で、観客の目をく
ぎづけに
した手話サークル「輪っこの会」の
みなさん
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平成26年度一般会計資金収支計算書
収

入

その他
利用料
8,694,840
（3.6％）

支

前期末支払
資金残高
（25年度より繰越）

平成26年度は、
「東日本大震災被災世帯の生活復旧・復興」
、
「地域での支えあい活動の推進」、「権利擁護の取り
組みの推進」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、生活支援相談員による訪問活動や被災地区サロンの開催により、被災世帯の状況把握や心のケア
等に努め、地域での支えあい活動の推進においては、市内９地区で「支えあい活動地区説明会」を開催したほか、
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、
「ふれあいサロン」の訪問強化や地区での集いを開
催しました。
また、権利擁護の取り組みでは、
「久慈地域の成年後見制度のあり方検討会」に参画し、権利擁護を推進・支援
する組織の立ち上げを目指した取り組みを推進したほか、児童生徒を対象とした「寺子屋合宿」や「福祉作文コン
クール」
、
「福祉教育出前講座」により福祉教育の推進にも努めました。
主な事業内容は次のとおりです。

経常経費補助金
44,317,020
（18.1％）
事業費
47,863,366
（19.6％）

合計
244,383,542

介護保険
72,358,401
（29.6％）

受託金
81,749,473
(33.5％）

合計
244,383,542

人件費
142,513,866
（58.3％）

事務費
22,774,563
（9.3％）

共同募金配分金
8,641,750(3.5％）

（単位：円）

一般会計貸借対照表総括表（平成27年３月31日現在）
資産の部
科

目

金

流動資産
現

額

科

38,102,708 固定資産

金

60,389

預貯金

7,801,846

未収金

28,135,990

立替金

1,782,619

前払金

254,220

仮払金

67,234

預け金

410

基本財産
基本財産特定預金
建物

金

額

金

額

ソフトウェア

177,480

2,000,000
931,946

貸付事業資金貸付金
長期預け金

402,857,403

県社協共済預け金

16,794,120

939,650

福祉基金積立預金

251,998,164

財政調整基金積立預金
資産の部合計

目

金

額

22,218,905

基本金

未払金

20,619,784

福祉基金

251,998,164

預り金

1,599,121

国庫補助金等特別積立金

106,726,088

固定負債

68,839,070

財政調整基金積立金

72,816,102

全社協退職給与引当金

52,044,950

次期繰越活動収支差額

79,457,207

県社協共済引当金

16,794,120
91,057,975

100,000
52,044,950

流動負債

負債の部合計

1,154,500

全社協退職共済積立預金

1,371,805

科

額

163,095,425

純資産の部
目

金

5,460,632

構築物
車輌運搬具

目

器具及び備品

160,163,479

その他の固定資産

科

（単位：円）

565,952,828

建物附属設備

負債の部
科

目

2,000,000

（うち当期活動収支差額）

4,195,802

純資産の部合計

512,997,561

負債及び純資産の部合計

604,055,536

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
9,770,068
（4.0％）

助成金
1,797,000
（0.7％）

13,602,068
（5.6％）

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
（27年度へ繰越）
積立預金積立金
753,320(0.3％）
15,883,803(6.5％）
4,824,556(2.0％）

会費 10,818,200(4.4％）
寄付金 569,447(0.2％）

（受取利息、施設整備補助金等）

1,835,343(0.8％）

平成26年度

72,816,102
604,055,536

１ 会の運営

６ 福祉教育の推進

・理事会(４回)及び評議員会(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（14保育園319名参加）
・寺子屋合宿の開催（小学生46名、ボランティア39名参加）
・福祉作文コンクールの実施（応募作品44編）
・福祉教育出前講座の実施（実施校21校）

２ 地域福祉事業の推進
・地域での支えあい活動の推進
(支えあい活動地区説明会の開催、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 94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」）

・歳末たすけあい運動の実施（896名に激励金を贈呈）
・久慈市社会福祉大会の企画・運営（表彰 36名、3団体）
・介護機器貸し出し事業の実施（延べ584件）
・心配ごと相談所の開設（相談件数延べ568件）
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（参加者395名）

・白樺大学（高齢者講座）の開催（参加者延べ588名）
・元気の泉在宅介護支援センター運営事業
・日常生活自立支援事業の実施
・生活支援相談員設置事業
（被災世帯訪問延べ472世帯、被災地区サロン延べ98回）

８ 介護支援事業の実施

・地域活動支援センター「チャレンジランド」の運営（延べ145回）

・居宅介護支援事業の実施（ケアプラン作成 3,674件）
・要介護認定訪問調査の実施（196件）

４ ふくしサロン「しあわせS U N」の運営
・
「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3,430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9,866名）

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 45件、相談件数 386件）

10 施設の管理運営

５ ふれあいのまちづくり事業の推進

・総合福祉センターの管理運営

・ボランティア活動センターの運営

・
「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）

・ふれあい福祉まつりの開催（参加者2,382名）
・あんしんサポート事業の実施（利用件数延べ336件）
・手話入門教室の開催（参加者延べ60名）
・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
・ボランティアの集いの開催（参加者54名）
「しあわせＳＵＮ」つどいの広場の様子

・敬老会事業の実施（対象者 5,884名）
・いきいきシニアスポーツ大会の運営

３ 地域活動支援センター「チャレンジランド」の運営

（登録 35団体・2,015名）

白樺大学（そば打ち体験）の様子

７ 受託事業

11 その他の事業
・権利擁護の取り組みの推進
（推進委員会の開催、実務者研修会の開催）

・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（27年3月末現在 251,998,164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。

シニアパワー炸裂!!
９月12日（土）、県営運動公園（盛岡市）で第27回岩手県民長寿体育祭「いきいきシニアスポーツ大会」
が行われました。台風の影響が心配されましたが、当日は天気に恵まれ、各広域圏ごとに編成された11
チームで競いました。久慈市からは56人が出場し、総合順位第７位の成績を収めました。

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 ₂₈ 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，
８５６，
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

種目別では、ボール送りが３位、ゲート
ボールリレーが２位に入賞しました。

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。

WING☆フェスタ

未来へ羽ばたけ!!

今年もみなさまのご支援、ご協力をお願いします。

７月５日、福祉の村を会場に高校生ボランティアグループ「グリーンピース」が主催する「第14
回 WING☆フェスタ」が、親子に「遊びとふれあいの場」を提供することを目的に開催されました。
おもちゃはすべて高校生ボランティアの手作りで、子どもたちは夢
中になって楽しんでいました。
グリーンピースの広崎聖会長は、「高校に入学してからグリーン
ピースに参加し、その集大成としてWING☆フェスタを開催しまし
た。みなさんに楽しんでもらえるようにと企画し、当日はたくさん
の笑顔を見ることが出来ました。このような活動が広がり、久慈市
の活性化に繋げられればと思っています。
」と仰っていました。

福祉教育出前講座
体験】

夏井小学校【車いす

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、
点字体験、手話体験の機会を提供し、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。

スク・白杖体験】

長内小学校【アイマ

疑似体験】

三崎中学校【高齢者

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

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。
■屋久島町口永良部島新岳噴火災害義援金
（受付期間：平成27年6月3日〜平成27年12月25日）
■茨城県台風18号等災害義援金
（受付期間：平成27年9月11日〜平成27年11月30日）
■栃木県台風18号等災害義援金
（受付期間：平成27年9月14日〜平成27年11月30日）
■平成27年台風18号による大雨等災害義援金
（受付期間：平成27年9月15日〜平成27年11月30日）
■宮城県台風18号等災害義援金
（受付期間：平成27年9月16日〜平成27年11月30日）

ご寄付ありがとうございました
◆福祉基金
験】

侍浜小学校【点字体

験】

霜畑小学校【手話体

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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（平成 27 年 7 月から平成 27 年 9 月まで）

●久慈市仏教会 …………………………… 300,000 円
●ボランティアサークルホットタウン ………13,000 円
●匿名 ………………………………………… 1,380 円

◆ボランティア活動センターへの支援物資
●山口県 …… 西岡 好徳（竹笛）
●東京等 …… 保坂 晶子（衣類）

（敬称略）

福祉基金にご寄付くださった久慈市仏教会の皆さん
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お 知 ら せ・ ご 案 内

～生活困窮者自立相談支援事業～（久慈市から久慈市社協が事業を受託しています）

「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！！」
10／2（金）・11／6（金）
・スマイル子育て相談会
10／9（金）・11／13（金）
・親子あそびの講習会「SUNSUN ひろば」
10／16（金）・11／20（金）
・まちの保健室（健康相談）

手 話 入 門 教 室
◇日

時：10月15日～11月12日までの
毎週木曜日（計５回）
18時30分～20時
◇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
◇参 加 費：無料
◇申 込 み：社協本所 ☎53－3380

10／8（木）・11／8（日）
◇時

間

（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

健康づくり教室

いずれも１０時３０分～

しあわせSUN ☎61－3933 ※火曜日は定休日です

おもちゃの寄付
ありがとうございました
つどいの広場では、８月６日～８日のやませあき
んど祭りの時に「おもちゃマーケット」を開催いた
しました。市民の皆様からたくさんのおもちゃのご
寄付を頂き、安価で販売し多くのお客様に喜んでい
ただきました。
なお、売上金18,470円は全額、赤い羽根共同募
金に寄付いたしました。皆様のご協力ありがとうご
ざいました。

◇日
◇場
◇内

時：10月23日（金）8時30分～12時
所：久慈市 侍浜遊歩道 ※雨天時 市民体育館
容：実技「ノルディックウォーキング
～みちのく潮風トレイルを歩く～」
講師 久慈市体育協会 久慈順子氏
◇参加対象：市内に居住している中、高齢者
◇定
員：25名程度
◇参 加 費：無料
◇そ の 他： ・ストック（スキー用でも可）をお持ちの方はご持
参ください。（無い方には無料で貸出します）
・必要に応じてタオル・飲料水等を持参し、運動
できる服装でご参加ください。
・会場までは山形事務所からバスで移動します。

◇申 込 み：10月16日（金）までに
社協山形事務所 ☎72－2800へ

介護支援専門員の募集
介護支援専門員（嘱託職員）を１名募集します。
◇給与月額：137,600～214,300円
◇勤務時間：8時30分～17時15分
◇休
日：土、日、祝日、年末年始
◇勤務場所：元気の泉内 介護支援係
◇雇用開始日：平成27年11月1日から
労働条件等の詳細は、社協にお問い合わせくださ
るか、ハローワークでご確認のうえ、ご応募ください。

◇問 合 せ：社協本所 ☎53－3380

よりそいホットライン
よりそいホットライン
フリーダイヤル

０１２０－２７９－２２６
24時間電話無料
誰でも、どんな時でも相談できる
電話です。(自殺予防・ＤＶなど)
一般社団法人
社会的包括
サポートセンター

9 社協だより

認知症の人と家族のつどい
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うこ
とで、仲間づくりやストレスを解消する集まりです。参
加料は無料です。お気軽にお問い合わせください。

◇日

時 11月13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

『生活あんしん相談室』のご案内

生活に困っている方は、誰でも相談できます。
（生活保護受給者は除きます。
）
経済的な問題で生活に困っている人、失業している人、引きこもりやニートで悩んでいる人、働いた経験がなく不安
な人など、生活や仕事の悩みを抱えている方は、どなたでもご相談ください。
例えば
○失業してなかなか次の仕事が決まらず、収入がない。 ○一人親家庭で子育てもあって仕事がみつからない。
○長期の引きこもりで社会生活に適応できない。
○家族が病気になり生活が苦しい。

支援のイメージ
医療機関

住宅確保給付金

支援

同行

市役所・福祉事務所
（行政手続）

連絡・
同行

同行・
申請支援
申請
手続

本人の生活の見直し

本人

相談員
就労支援員

ハローワーク

連絡・
同行

地域包括支援
センター

申請
手続

情報共有

社会福祉協議会

～身近な相談窓口です～
ひとりで悩まずご相談ください。一緒に解決する方法を探しましょう。

【お問い合せ】
久慈市社協 ☎ ５３－３３８０・５３－３３７７
※ 土日、祝日の相談を希望する場合は、事前に予約をお願いします。

・相談は無料です。
・個人情報は守ります。

久慈市社会福祉協議会 福祉基金助成事業

平成２７年度地域ボランティア活動助成事業 助成団体決定
市民の皆さんなどからの寄付金を積み立てている福祉基金の運用収益を活用して、地域での支えあい活動や
子ども達が参加するボランティア活動を支援し、
「地域、みんなで支えあうまちづくり」を推進することを目
的とした助成事業に、次の３団体から応募があり、総額16万２千円を助成することを決定しました。
■地域住民を支援する活動
●麦生老人クラブ（代表者 上森 忠一）
事業名：明るい海、緑、村、そしてジジ・ババづくり
■子ども達が参加するボランティア活動
●ふれあいサロン秋葉会（代表者 小向由紀子） 事業名：子供会との手作りおやつ訪問活動
（敬称略）
●角柄地区 日廻り隊（代表者 中 佐代子）
事業名：日廻り隊による高齢者貢献活動

生 活 復 興 支 援 のご 案 内
■生活復興支援資金の貸付

■ボランティアの派遣（ボランティア活動センター）

○ 被災した所得が少ない世帯が対象
で、住居の移転費、家具什器等購入
に必要な経費の貸付です。

○ ボランティアが引っ越しや掃除などの手伝いを
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、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ので、お気軽にご連絡ください。
○ 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。お気軽にご参加ください。
お問い合わせは社協までお気軽にご連絡ください。社協本所 ☎５３−３３８０
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平成28年度

久慈市共同募金委員会
助成事業のご案内
久慈市共同募金委員会では、住民参加によるコミュニティ
づくりの推進を目的に、
「誰もが安心して暮らせる福祉のまち
づくり」活動を支援するため、住民を対象として行う地域で
の福祉活動に助成します。
平成２７年度は、４団体に総額２５万２千円を助成し、地域
での福祉活動を支援しています。

ＴＥＬ ０１９４ ３３８０

事業実施対象期間：平成28年４月１日〜平成29年３月31日
対 象 団 体：ボランティア団体、ＮＰＯ法人、町内会
等の住民グループ
対 象 経 費：住民を対象として行う地域での福祉活動
に要する経費
助 成 額：１〜１０万円
（ 千円単位：助成総額３０万円 ）
応 募 方 法：助成事業申請書に次の書類を添付し、久
慈市共同募金委員会に提出してくださ
い。申請書は、総合福祉センターで配布
するほか、久慈市社協ホームページから
ダウンロードできます。
（1）団体の活動がわかる資料（ 総会資料、
会報等）
（2）その他特に必要とする資料
応募受付期間：平成27年10月15日〜平成27年12月15日
助 成 決 定：平成２８年４月
問い合わせ先：久慈市共同募金委員会
〒０２８−００１４
久慈市旭町７−１２７−３
久慈市総合福祉センター内
☎５３−３３７７ ＦＡＸ５２−７７１５

の村温水プールから

ＦＡＸ
７７１５

★「体育の日」無料開放
10月12日(月)体育の日は、10
時〜18時まで温水プールを無料
開放いたします。
皆様のご来場をお待ちしており
ます！
★休館のお知らせ
10月27日(火)〜29日(木)まで、
清掃及びプール水の入れ替えのた
め休館いたします。

高齢者講座
「白樺大学」 のご案内
【久慈湊地区学級】
◇日
◇会
◇内
◇講

時：₁₀月₂₆日（月）₁₃時～
場：総合福祉センター
容：「健康体操」

（身体が楽になる健康エクササイズ）

師：にいや整骨院
院長 新井谷
◇参加費：無料
◇定 員：₄₀名

潤 氏

【長内地区学級】
◇日 時：₁₁月５日（木）₁₀時～
◇集合場所：総合福祉センター
◇内 容：「復興道路視察見学会」
久慈～普代方面（予定）

◇参加費：昼食代として ₆₀₀円
◇定 員：₄₀名

【宇部地区学級】
◇日 時：₁₁月₁₆日（月）₁₀時～
◇会 場：宇部公民館
◇内 容：「体力測定」
◇参加費：無料
◇定 員：₄₀名
◆申込み・問合せ
各講座開催日の１週間前までに
社協本所 ☎53－3380

らせ

★教室のご案内
・親子スイミング
平成27年 10/24、11/28、12/19、
平成28年 1/23、2/27、3/26（各土曜日）
参加希望日をお選びください
時間 10：30〜11：30
料金 500円/ 1 回
・成人スイミング
平成27年 10/2、9、16、23、30、11/6、20、27（各金曜日）
時間 13：45〜14：45
料金 参加した日からの開催日数×500円

お申込み・お問い合わせ

福祉の村屋内温水プール☎53－9292
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