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榛東村社会福祉協議会広報紙

この「しんとう夢21」は、共同募金の配分金によって発行されています。



平成30年度社会福祉協議会決算報告と事業報告
（単位：千円） （単位：千円）

９区サロン ８区サロン

「一人ひとりが思いやり安心して暮らす村づくり」
会費収入

寄付金収入

経常経費補助金収入

共同募金配分金収入

受託金収入

受取利息配当金収入

その他収入

その他の活動収入

前期末支払資金残高

収入合計

4,845

900

42,261

3,336

3,994

76

15

6,300

4,826

66,553

（単位：千円） （単位：千円）

特　別　会　計

収入決算額

支出決算額

事業内容

高齢者能力活用センター

44,785

41,260

管理運営

福祉センター

30,270

29,942

管理経営

ふれあい館

72,514

72,514

管理経営

指定管理者制度指定施設

収　入

（単位：千円）（単位：千円）

支　出
人件費支出

事業費支出

事務費支出

貸付事業支出

共同募金配分金事業費支出

助成金支出

負担金支出

施設整備等支出

その他の活動支出

支出合計

38,300

4,959

2,697

5

4,225

362

47

3,383

7,131

61,109

●安全安心むらづくり事業
　・見守りネットワーク住民支え合いマップ作成
    （全村、参加者２１３名）
 ●ふれあい・いきいきサロン（高齢者）事業
　・ふれあい・いきいきサロンの開催
    （20地区、238回開催）
●コミュニティサロン「ハナミズキ」事業
　・榛東さいとう医院（旧療養型病棟【毎週水曜日開催】）
●小学生見守り支援事業
●子育てサロン支援事業
●子育てボランティア支援事業
●であい夢プロジェクト事業
  （独身者への出会いの場提供）
●日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）
●寝たきり老人等布団丸洗いサービス事業
●福祉機器貸与事業（無償貸与）
   ［ギャッチベッド・車椅子］
●低所得者等対策事業
   ［小口生活資金・緊急食料提供事業・生活福祉資金］

●相談事業
　［無料法律相談、心配ごと相談、在宅介護相談等］
●広報事業　
　社会福祉協議会広報紙「夢…21」発刊
　社会福祉協議会ホームページ随時更新

支え合い、一人ひとりがつながる村づくり
《情報収集・発信》

●ボランティア教室、ボランティア団体活動援助、
　ボランティア活動
　・応急手当普通救命（AED）講習会（防災ボランティア）
　・防災ボランティア視察研修
　・榛東村除雪支援体制ネットワーク会議　　　　 
　・ボランティア教室
●世代間交流事業
●在宅介護者教室
●福祉教育
　・敬老はがき励まし事業
　・南北小学校運動会老人招待事業
　・南小学校福祉体験学習・講座（手話教室）
　・北小学校福祉体験学習・講座
    （ふくし学習、盲導犬ふれあい教室、手話教室）
　・北小1年生昔遊び
    （民生児童委員、長寿会、シルバー人材協力）
　・中学校２年生福祉講座（障害平等研修）

一人ひとりの想いをかたちにする村づくり
《互いに学び育む》

協働による安全・安心な村づくり
《支援活動の充実》

●民生委員児童員協議会との連携援助
●安心カード設置事業及びしんとう便利電話帳事業
　・安心カード設置情報更新・報告
　・しんとう便利電話帳配布

つながりが生み出す
ふれあい豊かな村づくり
《みんなの知恵を絞り出す》

●共同募金活動［歳末たすけあい募金実施］
●村共催「敬老会」（対象者70歳以上、2,694名）　
●戦没者追悼式開催　村共催［戦没者慰霊祭］
●戦没者遺族靖国神社参拝事業
●母子・父子児童福祉事業［親子ふれあい交流事業］
  （東京都葛西臨海公園）
●障害福祉事業［障害者健康教室（教育委員会共催）］
●善意銀行の運営

地域福祉事業

●榛東村福祉センターささえの家
●しんとう温泉ふれあい館

指定管理事業

●一人暮らし老人等事業
　・一人暮らし老人等配食サービス
　・一人暮らし老人保養事業
●老人福祉事業・身体障害者等事業
　・訪問介護事業〈老人〉
    （生活支援型ホームヘルプサービス事業）
　・紙おむつ配布事業
　・ミニデイサービス事業
　・福祉車両貸付事業

村委託事業
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介護保険事業

●居宅介護支援事業（ケアプラン作成等）
●訪問介護事業（ホームヘルプサービス）
●介護予防訪問介護事業（ホームヘルプサービス）
●通所介護事業（デイサービスセンター）
●介護予防通所介護事業（デイサービスセンター）
●介護保険利用者外出行事（埼玉県川越市）

●居宅介護事業（身体障害者等ホームヘルプサービス）
●デイサービス事業（身体障害者等デイサービス）

介護保険事業

居宅介護事業

介護実践出前講座 （各区いきいきサロン ６日間　受講者 121名）

　デイサービスセンターでは、8月24日に
「夏祭り」を開催しました。
　群馬名物の焼きまんじゅうを始め、やき
そば、たこ焼き、フルーツポンチなどがテー
ブルに並ぶ他、今回はせんべいとバナナ、マ
シュマロのチョコかけを準備し、ちょっと変
わったお菓子に舌鼓を打たれておりました。

デイサービ
ス

　催し物では、「やまゆりだんべい会」の方
が駆け付け、だんべい踊りに合わせ、参加
者全員で“なるこ”を鳴らし会場中熱気や笑
いにつつまれ、大いに盛り上がりました。　
　最後にデイサービ
ス手作りの神輿を中
心に盆踊りを踊り暑
い夏のひとときを楽
しく元気に過ごされ
ました。

収入の部 支出の部

介護保険事業
収入 53,489 人件費支出 41,034

障害福祉サービス
等事業収入 293 事業費支出 7,550

補助事業収入 2,373 事務費支出 836

受取利息配当金
収入 8 その他の活動

支出 1,638

その他収入 66 施設整備等支出 1,415

その他の活動
収入 548

前期末支払資金
残高 14,010

収入合計 70,787 支出合計 52,473

（単位：千円）

　8月２６日、ふれあい館グラウンド・ゴルフ場において「第１４回社会福祉
協議会長杯争奪グラウンド・ゴルフ大会」が開催されました。
　猛暑の中、団体１２チーム総勢１１４名の選手が集まり、親睦を図りながら
暑さに負けない競技が行われました。

優勝（第７区） 準優勝（第４区） 第三位（第９区）優勝（第７区） 準優勝（第４区） 第三位（第９区）

社会福祉協議会長杯争奪 グラウンド・ゴルフ大会

●団　　体　優　勝…第７区チーム　 準優勝…第４区チーム　 第三位…第９区チーム
●男子個人　優　勝…斉藤末秋　　　準優勝…武井忠雄　　　第三位…三俣典夫
　　　　　　第四位…渡辺　孝　　　第五位…小山常一
●女子個人　優　勝…金井友江　　　準優勝…大久保サカエ　第三位…石坂トヨ子　
　　　　　　第四位…岡部阿以　　　第五位…阿部マツ江

　昼食は、ホテルのバイキングで好きな物を
何度もおかわりに行く姿もあり、参加者同士
の会話も弾み、楽しい交流の時間となったよ
うです。その後は、日本一広大なわさび田を有
する安曇野市「大王わさび農場」を訪れ、わさ
びの栽培風景や散策できるコースを親子でゆ
っくり過ごされておりました。
　帰りの車内では一日を振り返って思い出に
残ったことやご意見ご感想を頂きながら夏の
終わりの信州路を後にしました。

　村内在住の若年母子･父子家庭を対象に母
（父）と子の交流を深め、家庭相互の親睦や家
庭の自立促進を図ることを目的に「親子ふれ
あい交流事業」を８月31日に開催し、５組の家
族が参加されました。
　今回は、昭和11年に国宝になった長野県
「松本城」へ行ってきました。城の床は滑りやす
く階段の急勾配と幅の狭さに初めて体験する
子ども達はおどろきの様子でした。

親子ふれあい交流事業
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村内在住で在宅介護されている方に福祉機器を
無償で貸し出しています。
＊介護用ベッド（手動式タイプ）　　＊車椅子（子供用もございます）

◆貸し出し期限はございません。必要な期間ご使用ください。
　なお、長期入院入所などの場合は一度返却をお願いいたします。

必要になった時
ご相談下さい

※福祉機器の貸し出しは社会福祉協議会の会員様（社協会費納入の方）限定とさせていただいております。
　社協会費とは、各区区長様のご協力もと年間１，０００円を納入している会費です。

福祉機器

お寄せいただいた善意

小山　泰子

松岡　安江

タオル

雑巾
楽集センター親善ゴルフ

匿名

ふれあい館チャリティーボックス

一般社団法人 日本善行会群馬県北毛支部

匿名

株式会社オーケーコーポレーション

産業祭チャリティーボックス

匿名

匿名

匿名

匿名

 122,000

10,000

 2,253

 50,000

 55,988

 500,000

 20,461

1,600

 3,450

 76,950

 57,303

※平成30年4月～平成31年3月　受付順・敬称略

浄財の部（単位：円） 物品の部

※お寄せいただいた善意は、デイ
サービスセンター等の施設にお
いて、また福祉機器(ベッドや車
椅子など)の購入等の貴重な財
源として活用させていただいて
おります。 

あたたかいこころありがとうございます

　福祉センターささえの家では年間4種類の花を種
蒔きから移植まで利用者の方だけでなく保護者の協
力も得ながら栽培しています。夏にはマリーゴールド
・日々草を多くの方から好評をいただき短期間で完
売となりました。ご協力ありがとうございました。

福祉センター ささえの家

　7月２２日から子供たちの夏休みにおける「居場所、みんなで宿題解決の場」と
して、たくさんの子供たちが宿題を持ってハナミズキを利用し、習字やドリルを黙
と々取り組みました。

　ママボランティア「ほっこりん」の協力で「アイスクリーム大会」を開催しました。
　今回はバニラアイスに、好きなトッピングやソースで楽しみながらオリジナルアイスを作りま
した。また、ポップコーンメーカーで作るポップコーンは食べるだけでなくお皿にポンポンと出て
くる瞬間に子ども達は大興奮！おじいちゃんとおばあちゃんも「おもしろい機械だね～」「見たこ
とないよ」などおしゃべりも弾み、短い時間でしたが有意義な交流の時間を過ごされ、ハナミズ
キの夏の思い出もまたひとつできました。



村内在住で在宅介護されている方に福祉機器を
無償で貸し出しています。
＊介護用ベッド（手動式タイプ）　　＊車椅子（子供用もございます）

◆貸し出し期限はございません。必要な期間ご使用ください。
　なお、長期入院入所などの場合は一度返却をお願いいたします。

必要になった時
ご相談下さい

※福祉機器の貸し出しは社会福祉協議会の会員様（社協会費納入の方）限定とさせていただいております。
　社協会費とは、各区区長様のご協力もと年間１，０００円を納入している会費です。

福祉機器

お寄せいただいた善意

小山　泰子

松岡　安江

タオル

雑巾
楽集センター親善ゴルフ

匿名

ふれあい館チャリティーボックス

一般社団法人 日本善行会群馬県北毛支部

匿名

株式会社オーケーコーポレーション

産業祭チャリティーボックス

匿名

匿名

匿名

匿名

 122,000

10,000

 2,253

 50,000

 55,988

 500,000

 20,461

1,600

 3,450

 76,950

 57,303

※平成30年4月～平成31年3月　受付順・敬称略

浄財の部（単位：円） 物品の部

※お寄せいただいた善意は、デイ
サービスセンター等の施設にお
いて、また福祉機器(ベッドや車
椅子など)の購入等の貴重な財
源として活用させていただいて
おります。 

あたたかいこころありがとうございます



日常生活の心配ごとや悩みごとなら…

心配ごと相談所
日常生活の心配ごとや悩みごとなら…

心配ごと相談所
●日　時　毎月第２金曜日（12月第１金曜日）　午後１時３０分～午後４時
●場　所　福祉センターささえの家「ボランティア室」（ふれあい館西）
●相談員　民生児童委員、人権擁護委員から構成され、相談に応じています。
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介護保険事業へのご意見・
ご要望をお聞かせ下さい
　皆様からの声を今後のサービス向上へとつなげてゆきたいと考えています。
　些細な事でも結構ですので、お気付きの点がございましたらお気軽にお寄せ下さい。

相続や金融等法律に関することなら･･･

村民無料
法律相談所
●日　時　毎月第４金曜日
　　　　　午後１時30分～午後４時30分（１人30分）
●場　所　福祉センターささえの家「ボランティア室」
　　　　　（ふれあい館西）
●相談員　群馬弁護士会員　弁護士

日　　時 定　員

６名10月25日(金)

〃11月22日(金)

〃12月20日(金)

〃1月24日(金)

〃2月28日(金)

〃3月27日(金)
＊１回につき６名までの完全予約制となっております。
  必ず電話予約をお願い致します。
　（予約時間は平日午前９時～午後５時まで）

村民無料法律相談予定表

◆ホームページ http://www.shinto-shakyo.jp/  ◆Ｅ-mail  yume21@shinto-shakyo.jp


