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令和4年7月号 令和4年7月1日 第128号 （ 8）

会員募集会員募集 ご協力のお願い

地区社会福祉協議会
における地域事業の
ための助成

弁護士や司法書士に
よる相談

民生委員や
人権擁護委員による
心配ごと相談

子育てに関する
傾聴ボランティア

みなさまからお預かりした会費で運営する主な事業です

子ども用車いす貸出
はじめました！！

2/10　神守中学校

７月は強化月間です

みんな真剣！！ 福祉教育



そのほかの事業

令和4年7月1日 第128号 （ 2）令和4年7月1日 第128号 （ 3）

社協ってどんなところ？
高齢者のために 子どもたちのために

・訪問介護事業

・居宅介護支援事業

・障がい者相談支援事業

・生活困窮者自立支援事業

災害支援ボランティアセンターの運営
災害時、ボランティアを受け付けて支援につなぐための重要な拠点です。

もみじ組の旅
ひとり暮らし老人登録
をしているかた対象の
日帰り旅行

ふれあい子どもお楽しみ会
在園の乳幼児・障がい児者の親子家族対象

つしま　げんきボランティア
65歳以上のかた対象。活動に応じてスタンプ
をためると地域振興券などに交換できます。

ふくししくんひろば
毎月第2金曜日午前中、総合保健福祉
センター2階世代間交流室で催しを
行っています。

わくわく体験ツアー
夏休みに福祉体験を通じて、
親子の思い出を作りませんか？

赤い羽根作品コンクール
子どもたちが描いてくれたポスターや
書道を表彰しています。力作ぞろいです。

福祉教育
学校で福祉を「体験」する貴重
な機会を提供しています。

立春のつどい
市内65歳以上のかた
対象のイベント

各種相談事業
心配ごとや法律に関すること、その他ご相談に対応いたします。
また各種関係機関にもおつなぎいたします。

ゆるパンダ
毎月第2・4水曜日に、総合保健福祉センター2階世代間交流室で、
傾聴ボランティアが子育ての悩みをうかがいます。

車いすの貸し出し
短期（1週間）・中期（2か月）・長期（最長3年）車いすを貸し出していま
す。ご利用には条件がありますのでお問合せください。

♦社会福祉協議会の基盤強化に関すること
①「ふくしだより」の発行（年4回）
②会員募集（協力件数15,137件）
♦地域福祉に関すること
①各小学校区コミュニティ推進協議会への協力
②もみじ組の旅（コロナ感染拡大防止のため中止）
③立春のつどい（まん延防止等重点措置発令中
のため中止。参加賞のみ配付。）
④わくわく体験ツアー
（コロナ感染拡大防止のため中止）
⑤ふれあい子どもお楽しみ会（12月232人）
⑥車いすの貸出（39件）
⑦法外援護費の貸付件数（51件）
⑧介護者派遣事業（実利用者数30人）
♦ボランティア活動に関すること
①福祉教育への協力（福祉実践教室：9校へ資材
貸出及び助成、講演型福祉教育：3校実施）
②ボランティアに関する相談および情報の提供・
登録(37団体1,182人、個人ボランティア 5人)
③ふくししくんひろばの開催（延来場者数109
人、延協力ボランティア38人）

♦相談事業に関すること
①心配ごと相談所の開設（相談件数13件）
②弁護士相談所の開設（相談件数86件）
③司法書士相談所の開設（相談件数14件）
♦津島市からの受託事業
①障がい者相談支援事業
（相談者数4,615人、実利用者数524人）
②障がい支援区分認定調査業務（調査件数217件）
③介護支援ボランティア制度運営事業
（令和3年1月1日～令和4年3月31日 登録件数215人）
④生活困窮者自立支援事業（相談延件数2,254件）
⑤生活支援コーディネーター事業
(各種会議55回、関係機関視察・研修18回)
つしま家事サポーター養成講座（登録者数14名）
⑥介護認定調査業務（調査件数2件）
♦共同募金活動の推進（共同募金委員会事務局活動）
①赤い羽根共同募金運動（10月1日～12月31日）
②街頭募金の実施（10月1日）
③歳末たすけあい運動（12月1日～12月31日）

♦介護保険制度への対応
①居宅介護支援事業（実利用者数136人）
　②訪問介護事業（実利用者数21人）
　③訪問型サービスA事業（実利用者数17人）
♦障がい福祉サービスへの対応
①障がい者相談支援事業（実利用者数427人）
　②障害福祉サービス事業（実利用者数40人）
　③移動支援事業（実利用者数11人）
♦災害支援に関すること
①災害支援ボランティアセンター設置運営演習
（2回実施）

　②南小学校区自主防災訓練および講演会に参加
　③津島市災害支援対策会議（5回開催）
　④災害支援ボランティアセンターの運営につい
　ての出前講座の開催

令和3年度決算報告

令和3年度事業報告

法人運営事業費
28,037,826円

地域福祉推進事業
15,042,693円
共同募金配分金事業費
6,395,403円

その他
5,100,228円

※収支差額については令和4年度へ繰越します

生活福祉資金貸付事業費
9,730,867円

ボランティアセンター
活動事業費
7,465,618円

訪問介護事業費
10,356,740円

居宅介護
支援事業費
10,340,235円 障がい者相談支援事業費

42,829,135円

生活困窮者
自立支援事業費
15,867,795円

訪問型
サービスA事業費
5,189,275円

障害福祉
サービス事業費
10,874,848円

移動支援
事業費
1,396,107円

介護保険事業収入
27,663,624円

受託金収入
59,338,867円

市補助金収入
39,407,000円
共同募金
配分金収入
8,559,887円
会費収入
4,775,900円

障害福祉
サービス等
事業収入
36,337,420円

事業収入
1,125,200円
その他
55,026,096円

収入 支出  生活支援
 コーディ
 ネーター
 事業費
14,404,061円

収入：232,233,994円
支出：183,030,831円
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令和4年7月1日 第128号 （ 4）令和4年7月1日 第128号 （ 5）

つしま家事サポーター養成講座

地区社協代表者会を
開催しました

実 施 日

行 き 先

対 象 者

定　　員

必要事項

参 加 費

お問合せ　☎090-4730-6854

つしま家事サポーター養成講座は事前予約が
必須となっておりますので、必ずお電話にて 
お申込みください。
通常サポーターは前日まで、
短時間サポーターは開催日の
１週間前を目安にお願いいたし
ます。

※郵送による受付はいたしません。

受付期間
募集方法
・

社協くらしサポート
介護保険制度では「草取り・庭そうじ」「通院の付添い」など、法で定められお手伝いできないことがあります。
それでも、毎日の生活の中で、大そうじや買い物など、大きな負担になる家事はありますよね。
「介護保険ではヘルパーさんに頼めない…でも手伝って欲しい！」そんな時はぜひ「社協くらしサポート」
をご活用ください。（ご利用には条件がありますので、お気軽にご相談ください。）

※医療行為、金銭管理など、出来ないこともありますので、ご相談ください。※消費税は別途いただきます。

30分未満 30分～1時間未満 1時間～1時間31分未満 1時間30分～2時間未満

1,400円 料金 2,100円 3,101円 4,100円

介護保険ではできないこと、
お手伝いします！そのお困りごと、
私たちにご相談ください

・ご家族分の洗濯、調理、そうじ　・通院、散髪のつきそい　・買い物代行　・庭掃除、草取り、水やり　など



令和4年7月1日 第128号 （ 4）令和4年7月1日 第128号 （ 5）
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4月号の答えは、「シンネンド」でした。多数ご応募いただきありがとうございました。4月末で締切り抽選を行い、５名様に
クオカードをお送りいたしました。抽選に外れたかたも、またぜひ挑戦してくださいね！お待ちしております。

民生委員の担当町内での個々の対応活動に加え、南地区としての活動を紹介します。民生委員とかかわりが強い、
「南地区社会福祉協議会」の旗を南コミュニティセンターに常時、掲げています。民生委員は地区社協を通してコミュニ
ティと連携、協力関係にあります。その会議は毎月、「南地区社会福祉協議会連絡会議」として開催しております。メン
バーは新・旧の民生委員やコミュニティ役員、社協、包括支援センターも参加します。地域の福祉施設の方、住民の方も
幅広く参加できます。具体的なコミュニティ福祉事業はそれぞれの民生委員の得意分野を生かして実行、支援して事業
をすすめています。
毎月一回開催の事業としては、すでに５年以上になる「つどい」を開催し、季節に応じたメニューで「炊き出し試食」を
実験的にしています。さらに、高齢者の自立目的のお金の勉強会「経済新聞の読み聞かせ」、ふくしだより４月号の
「ウォークをしよう」の記事を具現化した「正しい姿勢でウォーク講習」も今年度からはじめました。
その他、地域美化活動、通学時の見守り活動、子どもや高齢者を対象にしたセミナー等も開催しています。
これら日常活動を支えるのは毎月発行、全戸配布の「かわら版」です。さらにかわら
版では地域民生委員の会議、活動情報を都度に流しています。
まだまだ全員参加の活動にはなっておりませんが、今後、さらに各民生委員の得
意・専門分野（民生委員専門部会）を生かして、南地域全体を対象にした活動にも力
を注いでいければと願っています。

つしま　げんきボランティア随時募集中！！
活動量に応じて貯まったポイント数で、地域振興券に交換することができます。ボランティア活動に興味の
あるかたはぜひご登録ください‼お休みされていて更新がまだお済みでないかたも、手続きは随時行っていま
す。ぜひ窓口にお越しください！ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。

【募集対象】 
市内在住の６５歳以上のかた
【活動内容】 
受入施設等で行うボランティア活動（イベントのお手伝い等）
【申し込み】
社会福祉協議会の窓口に、介護保険被保険者証とボランティア保険料
(４００円)をお持ちください。
※ボランティアの受け入れを希望している施設、地域振興券を利用できる
　お店も募集しています！

令和4年7月1日 第128号 （ 6）令和4年7月1日 第128号 （ 7）

welcome

お母さんの休憩処

「ゆるパンダ」「ゆるパンダ」
やってます♡

開催は　毎月第２・４(水) 午前10時～正午
赤ちゃんから高校生まで、お母さんの悩みは様々ですね。

心配しすぎて疲れてしまい、イライラしたり・・・モヤモヤしたり・・・
そんなとき、誰かに聴いてもらったら、気持ちが少しゆるみます。
傾聴ボランティアがおまちしています。ぜひお立ち寄りください♡

お父さんや
おじいちゃん
おばあちゃんも
お気軽におこし
ください

【次回予告】
7月 8日　クラウン“が～こ”と遊ぼう
　　　　 （午前10時30分～午前11時30分）
8月19日 　ヤクルトさん出前講座(お腹の健康について)
　　　　 （午前10時30分～午前11時30分）
9月 9日　親子でリトミック
　　 　　（午前10時30分～午前11時30分）

【次回予告】
７月１３日　７月２７日
８月１０日　８月２４日
９月１４日　9月28日

まずはご連絡下さい

たてのかぎ
①アジア東部にある、私たちの住む国。　　　　　　　　　
②福祉の体験するツアー。〇〇わく体験ツアー（ヒント５ページ）
③歌唱・演奏などを一人で行うこと。独唱。独奏。単独。                                   
④鉄道車両・自動車などが、速度を落としてゆっくりと進むこと。
⑦釣り上げた魚を救う網。
⑧はっきりしないある時を表す言葉。
⑨都市の中心となる場所。
⑩水が動いて水面に高低ができる現象。
⑫どんぐりの仲間。〇〇の実。
よこのかぎ
①家の敷地内の落ち葉やゴミを拾ったり草むしりをします。
⑤皮膚にできる小さな黒いはん点。
⑥仕事の合間のひま。仕事を離れて自由に使える時間。
⑦軟体動物の一つで八本の足がある。足には二列の吸盤がある。
⑧年下の女のきょうだい。
⑩六つの次、八つの前の自然数。
⑪7月が強化月間です。〇〇募集。（ヒント1ページ）
⑫当会のイメージキャラクター名札を付けてるよ。ふく〇〇くん。
☆　　のついたマスの文字を並び替えて、言葉を作ってください。
☆ヒント:４月から５月で収穫されて夏にかけて食べられる。夏橙とも呼ばれる。
＜応募方法＞ハガキにクロスワードの答え、住所、氏名、年齢、電話番号と、「ふくしだより」への感想・意見等をお書きの上、下記まで
お送りください。正解者の中から抽選で５名様にクオカードをプレゼントします。ご応募お待ちしています。
■〒496-0863　津島市上之町1丁目60番地　津島市社会福祉協議会　「ふくしだより」担当者行き
応募締め切り　　令和4年7月31日（日）当日消印有効
なお、当選者の発表は、商品の発送をもってかえさせていただきます。
※応募に関わる個人情報については、当選者への発送以外には使用しません。



4月号の答えは、「シンネンド」でした。多数ご応募いただきありがとうございました。4月末で締切り抽選を行い、５名様に
クオカードをお送りいたしました。抽選に外れたかたも、またぜひ挑戦してくださいね！お待ちしております。

民生委員の担当町内での個々の対応活動に加え、南地区としての活動を紹介します。民生委員とかかわりが強い、
「南地区社会福祉協議会」の旗を南コミュニティセンターに常時、掲げています。民生委員は地区社協を通してコミュニ
ティと連携、協力関係にあります。その会議は毎月、「南地区社会福祉協議会連絡会議」として開催しております。メン
バーは新・旧の民生委員やコミュニティ役員、社協、包括支援センターも参加します。地域の福祉施設の方、住民の方も
幅広く参加できます。具体的なコミュニティ福祉事業はそれぞれの民生委員の得意分野を生かして実行、支援して事業
をすすめています。
毎月一回開催の事業としては、すでに５年以上になる「つどい」を開催し、季節に応じたメニューで「炊き出し試食」を
実験的にしています。さらに、高齢者の自立目的のお金の勉強会「経済新聞の読み聞かせ」、ふくしだより４月号の
「ウォークをしよう」の記事を具現化した「正しい姿勢でウォーク講習」も今年度からはじめました。
その他、地域美化活動、通学時の見守り活動、子どもや高齢者を対象にしたセミナー等も開催しています。
これら日常活動を支えるのは毎月発行、全戸配布の「かわら版」です。さらにかわら
版では地域民生委員の会議、活動情報を都度に流しています。
まだまだ全員参加の活動にはなっておりませんが、今後、さらに各民生委員の得
意・専門分野（民生委員専門部会）を生かして、南地域全体を対象にした活動にも力
を注いでいければと願っています。

つしま　げんきボランティア随時募集中！！
活動量に応じて貯まったポイント数で、地域振興券に交換することができます。ボランティア活動に興味の
あるかたはぜひご登録ください‼お休みされていて更新がまだお済みでないかたも、手続きは随時行っていま
す。ぜひ窓口にお越しください！ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。

【募集対象】 
市内在住の６５歳以上のかた
【活動内容】 
受入施設等で行うボランティア活動（イベントのお手伝い等）
【申し込み】
社会福祉協議会の窓口に、介護保険被保険者証とボランティア保険料
(４００円)をお持ちください。
※ボランティアの受け入れを希望している施設、地域振興券を利用できる
　お店も募集しています！

令和4年7月1日 第128号 （ 6）令和4年7月1日 第128号 （ 7）

welcome

お母さんの休憩処

「ゆるパンダ」「ゆるパンダ」
やってます♡

開催は　毎月第２・４(水) 午前10時～正午
赤ちゃんから高校生まで、お母さんの悩みは様々ですね。

心配しすぎて疲れてしまい、イライラしたり・・・モヤモヤしたり・・・
そんなとき、誰かに聴いてもらったら、気持ちが少しゆるみます。
傾聴ボランティアがおまちしています。ぜひお立ち寄りください♡

お父さんや
おじいちゃん
おばあちゃんも
お気軽におこし
ください

【次回予告】
7月 8日　クラウン“が～こ”と遊ぼう
　　　　 （午前10時30分～午前11時30分）
8月19日 　ヤクルトさん出前講座(お腹の健康について)
　　　　 （午前10時30分～午前11時30分）
9月 9日　親子でリトミック
　　 　　（午前10時30分～午前11時30分）

【次回予告】
７月１３日　７月２７日
８月１０日　８月２４日
９月１４日　9月28日

まずはご連絡下さい

たてのかぎ
①アジア東部にある、私たちの住む国。　　　　　　　　　
②福祉の体験するツアー。〇〇わく体験ツアー（ヒント５ページ）
③歌唱・演奏などを一人で行うこと。独唱。独奏。単独。                                   
④鉄道車両・自動車などが、速度を落としてゆっくりと進むこと。
⑦釣り上げた魚を救う網。
⑧はっきりしないある時を表す言葉。
⑨都市の中心となる場所。
⑩水が動いて水面に高低ができる現象。
⑫どんぐりの仲間。〇〇の実。
よこのかぎ
①家の敷地内の落ち葉やゴミを拾ったり草むしりをします。
⑤皮膚にできる小さな黒いはん点。
⑥仕事の合間のひま。仕事を離れて自由に使える時間。
⑦軟体動物の一つで八本の足がある。足には二列の吸盤がある。
⑧年下の女のきょうだい。
⑩六つの次、八つの前の自然数。
⑪7月が強化月間です。〇〇募集。（ヒント1ページ）
⑫当会のイメージキャラクター名札を付けてるよ。ふく〇〇くん。
☆　　のついたマスの文字を並び替えて、言葉を作ってください。
☆ヒント:４月から５月で収穫されて夏にかけて食べられる。夏橙とも呼ばれる。
＜応募方法＞ハガキにクロスワードの答え、住所、氏名、年齢、電話番号と、「ふくしだより」への感想・意見等をお書きの上、下記まで
お送りください。正解者の中から抽選で５名様にクオカードをプレゼントします。ご応募お待ちしています。
■〒496-0863　津島市上之町1丁目60番地　津島市社会福祉協議会　「ふくしだより」担当者行き
応募締め切り　　令和4年7月31日（日）当日消印有効
なお、当選者の発表は、商品の発送をもってかえさせていただきます。
※応募に関わる個人情報については、当選者への発送以外には使用しません。



お
た
が
い
さ
ま

令和4年7月号 令和4年7月1日 第128号 （ 8）

会員募集会員募集 ご協力のお願い

地区社会福祉協議会
における地域事業の
ための助成

弁護士や司法書士に
よる相談

民生委員や
人権擁護委員による
心配ごと相談

子育てに関する
傾聴ボランティア

みなさまからお預かりした会費で運営する主な事業です

子ども用車いす貸出
はじめました！！

2/10　神守中学校

７月は強化月間です

みんな真剣！！ 福祉教育


