共に支え合い・誰もが安心して暮らせる
「ふくしのまち」をめざして
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「デイサービス お花見散歩」
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うららかな春の日差しの下、お花見散歩に出かけました。
桜が満開になるこの時期のお散歩は、人気のレクリエーショ
ンのひとつで、蕾が少しずつ膨らんでいくのを眺めながら、
「いつ頃散歩に行けるかな。」と楽しみに待っていました。
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令和４年度事業計画・予算
日中一時支援事業閉所のお知らせ
新入児童記念品贈呈
助け合いスマイルセンターからの
お知らせ
日本赤十字社会員募集
ＪＡからの寄贈／あすてらす研修
無料法律相談／ご寄付

「ふくしなかがわ」は、社会福祉協議会の会費並びに赤い羽根共同募金の配分金を
活用して発行しています。
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令和４年度

那珂川町社会福祉協議会の主な事業

３月に開催した理事会、評議員会において、令和４年度の事業計画、予算が承認されま
した。今年度の目標『共に支え合う地域社会・誰もが安心して暮らせる ふくしのまち』の
もと、頑張ってまいりますので、ご支援をよろしくお願いします！
広報・啓発活動
・広報誌「ふくしなかがわ」の発行
・ホームページの公開・更新（随時）
・ツイッター
・町広報誌・ケーブルテレビ等

ボランティアセンター事業
・ボランティア登録、あっせん
・傾聴講座などの開催
・情報発信、専用ツイッター配信
・学校や地域でのボランティア活動の促進

相談支援
・日常生活自立支援事業（あすてらす）の実施
・生活福祉資金貸付
・障害者相談支援事業
・福祉相談事業

高齢者支援
・生活支援コーディネーター設置事業
・ふれあい・いきいきサロンの実施
・安心キット設置事業
・乳酸菌飲料宅配による見守り事業

子育て支援
・チャイルドシート等購入費助成金交付事業
・子育て広場の開設
・交通安全傘配付
・子育て関係団体の支援
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障害者
（児）支援
・福祉機器貸出・福祉タクシー事業
・訪問理容サービス事業
・移動支援事業（福祉有償運送）
・障害者（児）団体への助成

介護・障害サービス事業
・訪問介護事業（ホームヘルプ）
・通所介護事業（デイサービス）
・居宅介護支援事業
（ケアマネジメント）

その他の事業
・赤い羽根共同募金
・日本赤十字社事業

令和４年度

那珂川町社会福祉協議会の予算
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目
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単位：円

額

項

3,641,000

１ 地域福祉推進事業

69,052,000

715,000

(1) 法人運営事業

42,233,000

42,169,000

(2) 企画広報事業

600,000

6,251,000

(3) 地域福祉事業

2,296,000

目

金

額

1

会費収入

2

寄付金収入

3

経常経費補助金収入

4

受託金収入

5

貸付事業等収入

120,000

(4) ボランティアセンター事業

1,000,000

6

事業収入

882,000

(5) 共同募金配分金事業

3,669,000

7

介護保険収入

8

障害福祉サービス等収入

9

受取利息配当金収入

65,104,000

10 その他の収入

9,097,000

(6) 社会福祉金庫貸付事業

206,000

(7) 善意銀行事業

260,000

150,000

(8) 補助事業

4,910,000

153,000

(9) 受託事業

13,878,000
10,140,000

11 積立資産取崩収入

17,600,000

２ 障害福祉サービス事業

12 拠点区分間繰入金収入

11,500,000

(1) 居宅介護等事業

3,700,000

13 サービス区分間繰入金収入

3,815,000

(2) 相談支援事業

6,440,000

14 前期末支払資金残高

5,687,000

３ 介護保険事業

87,692,000

(1) 訪問介護事業

14,894,000

(2) 通所介護事業

54,100,000

(3) 居宅介護支援事業

18,698,000

合

社協
Twitter

計

ボランティア
センター専用
Twitter

166,884,000

合

計

１+２+３

166,884,000
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新入学児童へ記念品（交通安全傘）を贈呈しました
４月22日、馬頭東小学校において贈呈式

名の新入学児童にお届けしました。

を行い、当会の佐藤会長より新入学児童全

なお、この事業は皆様に毎年ご協力い た

員（11名）に赤い羽根共同募金の募金箱を

だいております「赤い羽根共同募金」の配分

持った「なかちゃん」がプリントされた黄色

金で実施しておりま

い交通安全傘を手渡しました。

す。今 後 も 応 援 お 願

この記念品の贈呈は、当会発足当時から

いいたします。

実施しており、今年度は町内３小学校の81

日中一時支援事業閉所のお知らせ

写真撮影時のみマスクを外しています。

日中一時支援事業は、平成20年４月の開
所以来14年間たくさんの方々にご利用いた
だいてきましたが、諸般の事情により３月
31日をもって閉所いたしました。
事業に対してご協力いた
だいた皆様には、心よりお
礼申し上げます。

助け合いスマイルセンターからのお知らせ
傾聴入門講座 受講生募集！
！ 〜聴き上手になろう〜
〇日

時 ６月１５日（水）、
６月２２日（水）、
６月２９日（水）
いずれも午後１時３０分〜午後３時３０分
〇会
場 馬頭総合福祉センター 研修室１
〇受講対象者 町内在住・在勤の方
☆講 師
〇定
員 ２０名
栃木県傾聴ボランティア連絡協議会
〇参 加 費 無料
会長 黒 川
貢氏
〇受 付 期 間 ５月１６日（月）〜６月３日（金）
※ 定員になり次第締め切ります。
〇申 込 先
那珂川町社会福祉協議会内 助け合いスマイルセンター
（平日：午前８時３０分〜午後５時１５分）
☎ ０２８７−９２−２２２６
FAX ０２８７−９２−１２９５
E-MAIL info@nakagawa.syakyo.com
※なお、新型コロナウイルスの感染状況により、
開催が中止になる場合がありますので、ご理解と
ご協力をお願いいたします。
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Ｊ Ａなす南青壮 年 部 、Ｊ Ａ な す 南 女 性 会 よ り

支援物資をいただきました
２月３日に、
ＪＡなす南青壮年部、
ＪＡなす南女性会

あすてらす生活支援員
研修会を行いま した

が合同で取り組んでいる
「フードドライブ」活動の一

４月13日、馬頭総合福祉センター研修室に

環として、支援物資を提供いただきました。
「フードド

おいて、
「あすてらす
（日常生活自立支援事業）

ライブ」
とは、家庭の余剰商品を持ち寄り、必要とす

生活支援員研修会」
を開催しました。

る施設や福祉団体に寄付する活動です。

会長より委嘱状交付の後に、情報交換を兼

提供は昨年11月に続いて２回目となります。今回
提供された物資は、当会で定めた生活にお困りの

ねた研修会を行いました。
今年度もよろしくお願いします。

世帯に配布させていただきました。

ご寄付
２月21日～４月20日（敬称略･順不同）
遺産相続・遺言、離婚手続・養育費、借金・借地、
賃金・労働問題、悪徳商法、交通事故等の法律に関

福祉振
興基金
福 祉
金 庫

・益子

和弘（健武 170・171回）
各30,000円
………………………………………
・佐藤

昌史（小川）

………………………………………

その他

・馬頭短歌会

【日

30,000円

程】
令和４年７月１９日（火）
午後１時30分〜午後３時30分

2,000円

………………………………………
・匿名 （569・570回）
各10,000円

善 意
銀 行

する相談に弁護士が応じます。

【場

所】
馬頭総合福祉センター

【対

象】
那珂川町民先着４名まで

【申

込】
那珂川町社会福祉協議会
相談支援係

☎ ９２−２２２６

※事前に予約が必要です。
※予約時に氏名・相談内容等を
確認させていただきます。

ありがとうございました

※６月７日（火）から受付します。
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