
1きたがた社協だより No.152

この社協だよりは、みなさんの会費でつくられています。この社協だよりは、みなさんの会費でつくられています。

No.152
●発行/社会福祉法人 北方町社会福祉協議会　TEL.324‒6550　FAX.323‒3114

ホームページ　http：//kitagatashakyo.or.jp/

令和元年6月発行

社協シンボルマーク



会費収入
3,348,000円

寄付金収入
885,999円

事業収入
718,750円

共同募金配分金収入
1,749,025円

ボランティア
活動事業
216,929円

助成事業
3,370,338円

福祉推進事業
421,531円

共同募金
配分事業
2,939,618円

支出
199,090,606円

法人運営事業
52,553,999円

企画広報事業
442,362円

当期末支払
資金残高
39,732,272円

障がい福祉
サービス事業
22,663,896円

受託事業など
76,749,661円

収入
199,090,606円

前期末支払
資金残高
35,676,000円

経常経費
補助金収入等
39,268,265円

受託金収入
61,959,960円

介護保険収入
14,156,080円

障がい福祉
サービス等収入
25,629,875円

その他の収入
15,698,652円

決算総額　199,090,606円

法人運営事業  .............  52,553,999円
⃝会員・会費の募集、加入促進
⃝理事会、評議員会
⃝ホームページの更新
⃝町及び県社会福祉協議会との連携強化
⃝職員研修

共同募金配分事業  ........  2,939,618円
⃝北方福祉フェスティバル
⃝福祉運動会
⃝ふれあいいきいきサロン推進事業
⃝男性料理教室
⃝災害ボランティア養成講座
⃝災害ボランティア連絡会
⃝ふれあいいきいきサロン活動費助成
⃝災害ボランティアセンター資材整備事業
⃝歳末ふれあい交流会
⃝地域福祉啓発事業
⃝もちの木クリスマス感謝祭

助成事業  ........................  3,370,338円
⃝福祉協力校・協力園への活動費助成
⃝福祉団体への活動費助成

企画・広報事業  ................... 442,362円
⃝社協だよりの発行（年4回）
⃝北方福祉フェスティバルでのPR活動
⃝福祉標語の募集
福祉推進事業  .................... 421,531円
⃝ひとり暮らし高齢者ふれあい交流会
⃝日常生活用具貸与事業
⃝家族健康農園管理運営事業
⃝福祉推進委員研修会
⃝福祉協力校、協力園支援事業
ボランティア活動事業  ...... 216,929円
⃝ボランティア支援事業
⃝ボランティア活動保険の加入促進
⃝ボランティア活動団体への活動費助成
⃝ボランティア研修会への参加促進
受託事業など ..............  99,413,557円
⃝居宅介護支援センター事業
⃝ヘルパー派遣事業
⃝障がい福祉サービス事業
⃝老人デイサービスセンター事業
⃝福祉相談所事業の運営
⃝配食サービス事業
⃝紙おむつ等補助券配布事業
⃝生活福祉資金貸付事業
⃝生活支援体制整備事業

平成30年度北方町社会福祉協議会事業報告・決算報告
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事業収入
1,087,000円

共同募金
配分金収入
3,190,000円

福祉推進事業
587,000円

企画広報事業
712,000円
助成事業
3,562,000円

支出
176,917,000円

ボランティア活動事業　296,000円

法人運営事業
58,559,000円

共同募金配分事業
6,496,000円

受託事業など
87,241,000円

障がい福祉
サービス事業
19,464,000円

収入
176,917,000円

会費収入　3,164,000円
寄付金収入
44,000円

経常経費
補助金収入等
46,606,000円

受託金収入
73,460,000円

介護保険収入
13,068,000円

障がい福祉
サービス等収入
19,464,000円

その他の収入
16,834,000円

令和元年度北方町社会福祉協議会事業計画・予算
予算総額　176,917,000円

法人運営事業  .............  58,559,000円
⃝会員・会費の募集、加入促進
⃝理事会、評議員会
⃝ホームページの更新
⃝町及び県社会福祉協議会との連携強化
⃝職員研修
⃝第3期地域福祉活動計画の策定

共同募金配分事業  ........  6,496,000円
⃝北方福祉フェスティバル
⃝福祉運動会
⃝ふれあいいきいきサロン推進事業
⃝男性料理教室
⃝災害ボランティア養成講座
⃝おやじの土いじり会
⃝ふれあいいきいきサロン活動費助成
⃝災害ボランティアセンター資材整備事業
⃝歳末ふれあい交流会
⃝地域福祉啓発事業
⃝もちの木クリスマス感謝祭
⃝臨時費配分事業
⃝もちの木車輌整備事業

ボランティア活動事業  ...... 296,000円
⃝ボランティア支援事業
⃝ボランティア研修会への参加促進

企画・広報事業  ................... 712,000円
⃝社協だよりの発行（年4回）
⃝北方福祉フェスティバルでのPR活動
⃝福祉標語の募集

福祉推進事業  .................... 587,000円
⃝日常生活用具貸与事業
⃝家族健康農園管理運営事業
⃝福祉推進委員研修会

助成事業  ........................  3,562,000円
⃝福祉協力校・協力園への活動費助成
⃝福祉団体への活動費助成
⃝ひとり親家庭入学、卒業祝い贈呈事業

受託事業など ............ 106,705,000円
⃝居宅介護支援センター事業
⃝ヘルパー派遣事業
⃝老人デイサービスセンター事業
⃝障がい福祉サービス事業
⃝配食サービス事業
⃝紙おむつ等補助券配布事業
⃝生活福祉資金貸付事業
⃝生活支援体制整備事業
⃝福祉サービス利用援助事業
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みんなでいきいき！ 男性料理教室

北方町ええトコ発見！ フォトコンテスト2019

　ご家庭で、男性でも簡単にできる料理を教えていただけ
ますよ。料理初心者の方、仲間づくりをしたい方、大歓迎
です！！
　会話を楽しみながら、皆さんと一緒に美味しい料理を作っ
てみませんか？

　北方町でみつけた“ええトコ”を撮影して、『北方町ええトコ発見！フォトコンテスト』に応募して
みよう！特選・入選作品は、北方町社会福祉協議会ホームページ各所に掲載します。更に、特選者に
は、障がい福祉サービス事業所もちの木の自主製品詰め合わせ（焼き菓子）を進呈します。北方町の
“ええトコ”作品をお待ちしています。

今後の男性料理教室の予定
  9月12日（木） 復習会（自分たちの力で作ってみよう！）
11月14日（木） サバの甘酢あんかけ　など
12月12日（木） デコレーション寿司　など
  1月16日（木） 鶏肉のトマト煮　など
  3月12日（木） 復習会（自分たちの力で作ってみよう！）

作品を応募したり、投票したりみんなが参加できるフォトコンテストだよ！
応募方法など、詳しくはホームページを見てね！！　http：//kitagatashakyo.or.jp

7月11日（木）　9：30〜13：00日　時

北方町保健センター（高屋石末1-10）場　所

基本のハンバーグ　など内　容

北方町在住の男性（年齢は問いません）対象者

500円（材料費・保険料込）参加費

エプロン、ふきん（3枚）、三角巾持ち物

電話（☎︎324-6550）または社協窓口まで申込み方法

『あなたがみつけた北方町の“ええトコ”』
※北方町内で発見撮影した、町内の魅力的な光景や、まつり等イベント、町民の方など、
北方町に関することをテーマに撮影してください。

応募要項募集テーマ

プロ・アマ、個人、団体問わずどなたでも応募可能応募資格

1人（団体）／2点まで応募点数

①北方町の“ええトコ”の写真を撮影
②ホームページフォトコンテスト専用応募ページより写真を添付し、 

必要事項をご記入のうえ送信してください。
③ご登録いただいたメールアドレスに「応募受付完了メール」が届きます。

応募方法

JPEG（JPG）または、PNG形式で10MB以内の画像データ
※ホームページ掲載時には画面の都合上、縦長の写真は上下をカットし、拡大表示されます。

応募作品の形式

当フォトコンテスト審査ページにて応募作品を掲載し、皆さんの投票『いいね』を募集します。
『いいね』の獲得数が多い上位10点より、広報委員会での厳正なる審査の上決定します。
※投票の際、外部SNSのアカウントやログインなどは必要ありません。
※1つの作品に対して、お1人様／1回の投票が可能です。

審査方法
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赤い羽根共同募金箱イラストコンクール

福祉標語募集
　今年度のテーマは、『 つながる心 』です。普段、生活していて気付いたことや思いなどを標語にして
ご応募ください。
　特選に選ばれた方には、北方福祉フェスティバルにて表彰と粗品の進呈を行います。
　たくさんのご応募をお待ちしております。

町内在住の小学4年生以上の方応募資格

所定の用紙か原稿用紙に標語と住所、氏名、連絡先を明記の上、社協窓口までご提出ください。応募方法

7月12日（金）必着締　　切

　多くの方に赤い羽根共同募金運動に親しんでいただけますよう、北方町の小学生・中学生を対象に
赤い羽根共同募金箱へ掲載するイラストを募集します。
　応募用紙は学校を通じて配布いたしますので、たくさんの応募をお待ちしています。

町内在住の小学生・中学生応募資格

応募用紙は学校を通じて配布しますので、必要事項明記の上、通学している各小中学校、または
社協窓口までご提出ください。

応募方法

7月19日（金）必着締　　切

昨年の特選作品

たくさんの作
品　　　　

　　お待ち
しています！

私は、先日の
嬉しかったことを
標語にして
みたいわ。

心が“ホッと”
温かくなった時の
気持ちを標語に
してみようかな。
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【支え合いサポーターとは・・・】
　住み慣れた町で安心して暮らし続けられるように、北方町に住む人のことを気にかけ、支え合う活動
を広げていく人のことです。
　養成講座終了後は、北方くらし助け愛隊や、見守りボランティア、ホッと・カフェ、体操教室など、
自分が輝ける場所で活躍できます。
　自分に出来ることで、地域とのつながりを広げていきませんか？

日　時 会　場 内　容 講　師
❶ 6/19（水）
　13：30〜
　15：30

福祉センター ▪会話が弾むボランティア・
� コミュニケーション

◎会話の泉
　横山�由紀子

❷ 6/25（火）
　13：30〜
　15：00

宮東ふれあい
センター
アリーナ
（働く婦人の家北隣）

▪いきいき百歳体操交流会
※持ち物…上靴、飲み物、タオル
※役場、保健センター、勤労青少年ホー
ム、いきいき支援センターまどかか
ら送迎があります。送迎を希望され
る方は、申込書に希望乗車場所をご
記入ください。

◎地域包括支援センター
◎保健センター
◎健康運動実践指導者　
　丹羽�美保子

❸ 7/1（月）
　13：30〜
　15：30

福祉センター ▪認知症VR体験
※バーチャルリアリティー（VR）の技術
を活用して認知症を「体験」するこ
とで、認知症への理解を深めます。
　（定員 50名）
▪北方町の認知症施策について

◎株式会社
　シルバーウッド

◎地域包括支援センター

❹ 7/8（月）
　10：00〜
　12：00

福祉センター ▪車いす体験
▪気づきにくい脱水症状について

◎社会福祉協議会
◎株式会社大塚製薬工場

❺ 7/19（金）
　10：00〜
　12：00

福祉センター ▪しゃきしゃき百歳体操
▪サポーターの心構え
▪今後の活動について

◎地域包括支援センター

◎社会福祉協議会

―安心して暮らせる地域を目指して―

支え合いサポーター養成講座

北方町社会福祉協議会
☎︎324-6550

お問い合わせ先

北方町在住の方対象者
無料参加費
6月7日（金）申込締切
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〈困った時はお互いさま〉の気持ちを大切にしています。
　「誰かちょっと手助けしてくれないかな」と思った時、同じ北方町に住む人どうし、日々のくらしを
助け合っていけたら…そんな気持ちで生まれたボランティア団体です。
　私たちは便利屋ではありません。この活動を通して、地域と人とがつながりたい。そのため、皆さん
とのふれあいや交流の時間を大切にしながら、お互いさまの気持ちで支え合えたら…と思っています。
ぜひお気軽にご相談ください!!

“地域”ボランティア団体

“北方くらし助け愛隊”のご紹介

北方くらし助け愛隊
専用電話 ☎090-4444-3553

受付時間：13時〜15時（平日のみ）
ご依頼は活動の1〜2週間前までにご連絡いただけると助かります。

🆀北方くらし助け愛隊に興味を持たれたきっかけは？
🅰還暦を迎えて、何かに挑戦したいと思ったことがきっかけです。
支え合いサポーター養成講座を受講して、自分もボランティア
をしたいと次第に思うようになりました。ボランティアをする
ことで皆さんと繋がり、自分の世界が広がり、またいろんな方
と出会うことで、自分もそこから得るものがあるのではと。

🆀北方くらし助け愛隊として活動されていかがですか？
🅰実際活動してみて、自分がしたいことはコレだと思いました。
この活動が地域に根付き広がるようにしたいと考えています。

🆀活動をする際に心掛けておられることはありますか？
🅰皆さん、今の生活を少しでも良くしようとされてみえるので、私
はそのお気持ちを大切にして、少しでも自分がお手伝いできた
らという思いで活動しています。人生は一瞬、一瞬の積み重ね
なので、私はその方と出会ったこの一瞬を大切にしています。

🆀今後北方くらし助け愛隊の活動をどのようにしたいですか？
🅰立ち上げて数年経ちましたが、課題がみえてきました。現在
活動していただけるサポーターさんが偏っていますので、
せっかく登録していただいたサポーターさんにも活躍して
いただきたいと考えています。また、今よりもサポーターさ
んを増やして、細く長く北方町にこの活動を定着させ住みや
すい町をつくっていきたい。そして、いずれ私も北方くらし
助け愛隊にお世話になりたいと思います。

北方くらし
助け愛隊

代表 小森 悦子様に

直撃インタビュー！

粗大ゴミの搬出や
引越し後の荷物整理など
一度ご相談ください
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社協会費が活用される主な事業

6月、7月は、社協会員会費募集の強化月間となっています。
社協会費は、“福祉のまちづくり”の財源として、社協が行う様々な福祉事業に活用されます。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。

10月に円鏡寺公園にてフェスティバルを開催。

北方福祉フェスティバル

1月にきらりホールにて、講演会を開催。

地域福祉啓発事業

地域のつながりを深める拠点づくり。

サロン活動助成事業

子どもたちに福祉の心を育てるお手伝い。

福祉協力校・協力園助成事業

会費種類 会費額（年額） 内　　容

普通会員（個人） 1口 300円 各世帯にご協力をいただいている会費です。

特別会員（個人） 1口 1,000円 特に社協事業に賛同していただいている個人
の方や、地域の会社・団体にご協力いただいて
いる会費です。特別会員（会社・団体） 1口 10,000円

社協会員募集のお願い
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