矢吹町

No.62

社協だより
令和元年
9.1 発行

矢吹町デイサービスセンター

祝 101 歳
もくじ

矢吹町デイサービスセンター
『祝１０１歳』
・・・・・・・・・・・・・・・表紙
平成３１年度 事業計画・・・・・・・・・・P2
平成３１年度 社会福祉事業予算・・・・・・P3
平成３０年度 事業報告・・・・・・・・・・P4
平成３０年度 社会福祉事業決算
御遺志金・・・・・・・・・・P5
令 和 元 年 度 法人会費納入報告
法人会員加入企業名・・・・・P6
地域包括支援センター通信・・・・・・・・・P7
ひかり保育園通信 編集後記・・・・・・・・P8

「祝 101 歳」
１０１歳を迎えた利用者様の誕生祝いを行
いました。
『祝♡誕生』のプレートは、他の利用者様が
協力して作成。
当日は感謝状、写真の贈呈やくす玉割り、
みんなで万歳三唱をして盛大にお祝いをし
ました。
これからも益々お元気でお過ごしください。

〒969-0236 矢吹町一本木 100-1（矢吹町保健福祉センター内）
☎0248-44-5210 FAX0248-44-5827
編集・発行
E-mail shakyo@orion.ocn.ne.jp

矢吹町社会福祉協議会

62号
平成３１年度

事業計画

❶組織の整備・拡充、財政基盤の確立
(1) 地域に開かれた組織として、運営の透明性と中立性、公正さを確保する
(2) 住民参加を基本に事業展開を図る
(3) 事業の効果やコスト把握などを行い、効果的で効率的な自立した経営を行う

❷地域福祉、在宅福祉サービスの充実に努める
(1) 生活支援体制整備事業との連携により、地域住民のニーズ、地域福祉における課題
を明確にする
(2) 社会福祉充実計画を推進する
(3) 町受託事業の高齢者福祉サービス事業 ( 配食サービス他 )、
地域支え合い事業（ふれあい＊いきいきサロン）の充実と
適正な受委託関係を構築する
(4) 日常生活自立支援事業（あんしんサポート事業）を推進する

三神地区交流サロン
「三神幼稚園児と熱烈ハグ交流！」

❸ボランティア活動の推進に努める

(1) ボランティア養成研修を効果的に実施することで、新規ボランティアの発掘、
登録の推進を図る。
(2) ボランティアセンター事業 ( 町受託 ) の充実と適正な受委託関係を構築する
(3) ボランティアフェスタを開催することにより、地域住民の関心や理解を深めるとと
もに、ボランティア同士が交流を図ることで活動の活性化へつなげる
(4) サマーショートボランティアスクールを実施し、社会福祉施設等でのボランティア
活動を通して、ボランティア・福祉に対する理解を深める ( 対象 中学生 )

❹介護保険事業等の充実に努める
(1) 訪問介護事業所
収益の改善を図るため、利用者ニーズに合った制度
の改善や体制の整備を進めるとともに、通所介護事
業所との一体的運営について検討する
(2) 通所介護事業所
一般介護予防事業
特色ある利用者サービスの在り方を検討し、利用者の確保を図る
（文京地区 男性グループ）
(3) 地域包括支援センター事業
介護予防等高齢者の支援拡大、認知症予防事業の充実のために、地域福祉事業や高
齢者福祉事業等他拠点との連携を強める

❺障害者自立支援事業の充実に努める
(1) 高齢者福祉事業との一体的な運営と利用者ニーズに合ったサービスを提供するこ
とで経営の改善を図る

❻保育園事業の充実に努める
(1) 乳児を積極的に受け入れるとともに、保育料無償化に伴う
給食費の利用者負担について適正な負担を求めることで
経営の改善を図る
(2) 建物及び付帯設備、給食設備等の老朽化に伴う改修や更新に
備え、適正な積立を行うとともに、更新計画を策定し計画的に
更新を進める
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62号
❼募金活動の推進に努める
(1) 赤い羽根共同募金及び歳末たすけあい募金、日赤社費募集の充実を図るための広報
活動の強化と配分金事業の見直しを図る

❽福祉団体活動への協力
(1) 老人クラブ連合会、身体障害者福祉会、日赤奉仕団（３地区）
、日赤アマチュア無
線奉仕団、災害時ボランティアネットワークセンターの運営を支援する
(2) 福祉団体に対し、助成金を配分する

●矢吹町社会福祉協議会新役員紹介
任期

令和元年６月２６日～令和３年６月

役職
会 長
副会長
常務理事
理 事
理 事

氏名
野崎 吉郎
石原 浩市
會田 光一
泉川
稔
五十嵐岩雄

役職
理 事
理 事
理 事
理 事
理 事

氏名
佐藤 規子
常松 正博
渡部 育子
小針 正廣
柏村 幸子

役職
理 事
理 事
理 事
監 事
監 事

氏名
佐久間初代
小豆畑悦雄
澤山ノリ子
中島伊津子
丹内 吉範

役職
監 事
評議員
評議員
評議員

氏名
藤田
豊
土井 一省
国井 淳一
氏家 康孝

●第三者委員紹介
任期

令和元年７月１日～令和３年６月３０日

役職
第三者委員
第三者委員

氏名
柳田 政弘
坂路美江子

社会福祉協議会に対する苦情解決に社会性、客観性を確保し、利
用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するために選任さ
れました。

平成３１年度
収入

支出

（単位：千円）

障害福祉サービス等事業収入、他
退職手当共済積立基金預け金
取崩収入 5,843
拠点区分間繰入金収入

24,178

サービス区分間繰入金収入
2,147

前期末支払
資金残高
60,680

積立資産
取崩収入
21,715

社会福祉事業予算
（単位：千円）

固定資産取得支出、他

6,692
会費収入

5,500

寄附金収入

2,101

拠点区分間繰入金支出

2,147

その他の活動による支出

15,234

予備費
43,865

受託金収入
56,540

支出合計

収入合計
千円

24,178

サービス区分間繰入金支出

経常経費補助金収入
3,520

396,928

10,449

介護保険
事業収入
96,960

事務費
支出
43,208

396,928

事業費
支出
43,193

保育事業収入
111,052

3

千円

人件費支出
214,654

62号
平成３０年度

事業報告

●組織の整備・拡充、財政基盤の確立
・理事会３回・評議員会３回・監事監査１回
・会員募集 ( 一般会員５月・法人会員７月 )

●介護保険事業、障害者自立支援事業
・通所介護事業 ( 利用者 延べ ８，
５４２人 )
・訪問介護事業 ( 利用者 延べ ４，
７６６人 )
・地域包括支援センター事業 ( 対象者 延べ １，
７６７人、相談件数
・居宅介護事業 ( 障害者 )( 利用者 延べ ９２９人 )

フラダンスのボランティア
（デイサービス クリスマス会）

延べ２，
１４４件 )

●地域福祉、在宅福祉サービス事業
・配食サービス事業 ( 配食数 延べ １，
７０５食 )
・はり、灸、マッサージ等施術費助成事業 ( 利用者数 ３名 )
・老人家庭寝具類乾燥消毒サービス事業 ( 利用者数 ２４名 )
６区サロン遠足「平田村紫陽花園」
・訪問理美容サービス事業 ( 利用者数 ２名 )
・ファミリーサポートセンター事業 ( 会員数 １０９名 利用時間 延べ ０時間 )
・ふれあい＊いきいきサロンの推進 ( 開催地区及び回数 ２３地区 ２０７回
参加者数 延べ ３，
２４８名 )
・福祉マップ事業 ( 登録世帯数 ５１９世帯 )
・あんしんサポート事業 ( 利用者数 ８名 利用回数 延べ ６２４回 )

●ボランティア活動の推進

第７回やぶきボランティアフェスタ

「救急法講習コーナー」
・ボランティアセンター事業 ( 登録者数 個人４５名 １２団体 １７７名 )
・ボランティア活動 ( 活動件数 ２７４件 延べ ９４０名 )
・ボランティア養成講座、サマーショートボランティア、ボランティアフェスタ、 地域
防災を考える井戸端会議の実施

●福祉団体活動への協力
・老人クラブ連合会 赤十字奉仕団 身体障害者福祉会
災害時ボランティアネットワークセンター
他
・福祉団体助成金の交付 ( 団体数 １１団体 )

ボランティア４団体が県社協より表彰

●保育園事業の充実
・ひかり保育園の運営 ( 園児数

１１８名

３１年３月末現在 )

●その他
・各種募金活動の推進 ( 赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金、
災害義援金募集、日本赤十字社社員社費 )
・心配ごと相談所事業 ( 相談件数 ２７件 )
・生活援助資金貸付 ( 貸付件数 ２件 ) 生活福祉資金貸付 ( 貸付件数
・保健福祉センター指定管理事業 ( 利用件数 ２６４件 )
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H30 サマーショートボランティアスクール
「矢吹幼稚園でお別れのタッチ」

１件 )

62号
平成３０年度
収入

社会福祉事業決算
支出

（単位：千円）

サービス区分間繰入金収入
1,080
積立資産取崩収入
13,505

397,490
千円

1,080

その他の活動による支出

受託金収入
44,427

収入合計

4,216

サービス区分間繰入金支出

経常経費
補助金収入
3,450

前期末支払
資金残高
69,523
拠点区分間
繰入金収入
22,899

固定資産支出、他

会費収入
5,666
寄附金収入
2,323

障害福祉サービス等事業収入、他
7, 061
退職手当共済積立金預け金
取崩収入 8,895

（単位：千円）

14,283

当期末
支払資金残高
80,649

介護保険
事業収入
98,424

支出合計

拠点区分間
繰入金支出
22,899

397,490

人件費支出
202,005

千円

事務費支出
33,536
保育事業収入
120,237

事業費支出
38,822

御遺志金

( 平成３１年３月１日から令和元年６月末日現在

北村 友子【邦雄】曙町
十文字重康【弥枝子】大和内
髙田 史郎【チイ】大和内
円谷 幸男【ハルエ】弥栄
高久 智生【末広】大久保
井上
博【正博】田内
星
雄太【一雄】東郷
三浦登代子【村田明久】弥栄
佐藤 直十【八重子】中町
松山 直芳【ヨシヱ】三城目
渡邊 明美【ミツ】東郷
髙桑 伸夫【サダ】中町

敬称略 ) ※【

坂路 まり【富郎】小松
薄葉 清次【クマ】寺内
泉川 義人【義雄】沢尻
宗像 浩貴【吉久】小松
吾妻 雄史【喜治】東長峰
三瓶日出美【金三】三城目
須藤 周一【ノブ】松房
猪合 勝喜【成子】天開
髙久 靖夫【正人】東長峰
中野 俊一【季代子】小松
小針 正喜【一正】本城舘
佐久間吉男【一男】牡丹平

一般寄付
株式会社

ケーイーティ

株式会社

マルハン

様より

様より

】内は故人のお名前です。

矢吹
嵩【モノエ】東郷
伊藤 利雄【カネ】北浦
太田 誠喜【喜久雄】三城目
須藤 保幸【和男】大池
水野谷博史【久子】上敷面
大野 正行【弘美】小松
泉川 一彦【武雄】沢尻
荒井 和幸【和子】北町
鈴木
功【美江子】白河市
円谷 由明【マツエ】中野目東
斎藤 勝仁【仁】神田西
塩田 和貴【常夫】中町
（平成３１年３月１日から令和元年８月末日現在）

３００，
０００円
お菓子 ( ひかり保育園へ )

お寄せいただいた寄付金は、地域福祉向上のため大切に活用させて頂きます。
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62号
令和元年度 社会福祉協議会法人会員加入状況 ( 町内 )
法人会費

１，
６９０，
０００円

１６９件

町民の皆様、企業主様よりご協力頂きました財源をもとに、一層充実した地域福祉事業推進に取り組んでまいります。

法人会員加入企業名 ( 順不同 )
1 （有）サトー商会

58 （株）大協製作所

115（株）緑マーク

2 （有）佐久間自動車整備工場

59 （株）平成工業

116 福陽ガス（株）矢吹充填工場

福島工場

3 （有）ふじ電設

60 （株）高木ミンク

117（有）さかもと

4 （有）オカノエンタプライズ

61 （株）ケーイーティ

118 共和コンクリート工業株式会社 矢吹工場

5 福南自動車工業（有）

62 矢吹交通

119（株）アクティブ

6 髙田工業（株）

63 鮫川運送（株）

120 東京セメント（株）福島工場

7 柏屋

64 （有）だいわ運送

121 レンゴー（株）福島矢吹工場

8 （有）須釜商店

65 （株）伊藤電設工業

122（有）大木緑花園

9 （宗）大福寺
10 橋本商店

66 （有）朝日ドライブイン

123（有）安田住建

67 （株）大和三光製作所

124 夢みなみ農業協同組合三神支所

福島工場

11 岩谷歯科医院

68 （有）大和重機

125（株）ヨシダ建設

12 ファミリータウンきたむら

69 （有）えびすや商店

126 ケミコン福島 ( 株 ) 福島工場

13 （株）叶屋

70 （医）小針医院

127 アネスト岩田（株）福島工場

14 丸永運送（株）

71 （有）熊田石油店

128（有）溝井製作所

15 （株）浦島通信

72 （有）内山商店

129 太田工業（株）

16 すずか

73 桑名商店（桑名勝正）

130（株）ＧＦグローイング

17 あおい（株）矢吹支店

74 あゆり歯科クリニック

131（有）村上工務店

18 （株）ホテルニュー日活

75 （有）渡辺新聞店

132 昭和電機（株）矢吹事業所

19 （名）大木代吉本店

76 白河信用金庫矢吹東支店

133（有）中央商事

20 富士屋産業（株）

77 （有）ファーストポイント（ことことキッチン）134（有）矢吹防災センター

21 白河信用金庫矢吹支店

78 （株）長尾鉱業

135 三神運送（株）

22 （有）ひらが

79 （株）アラジン矢吹店

136（有）渡邊電機

80 （有）ぱそぷら

137（有）藤井製作所

81 （株）東邦銀行矢吹支店

138（有）小針運送

25 （有）伊豆屋住宅不動産

82 （株）矢吹自動車教習所

139 円谷獣医科医院

26 （公財）会田病院

83 （有）良生舎

140（株）円谷建業

27 （有）あゆり不動産

84 （有）エスク

28 （株）浅川電設

85 （株）ブイ・テック

29 （有）中通り保険考房

86 （有）サンユーニ

143 薄井豆腐店

30 （有）ヤマサ自動車整備工場

87 （有）ネストホーム

144 やまさ味噌こうじ店

31 根本電子（株）

88 （有）観音湯

145 肉の川崎屋

32 （有）矢吹家具卸売センター

89 JX 金属髙商（株）

146（有）熊田商店

33 伸和建設（株）

90 （株）天乃屋

147 柴田屋

34 （株）阿部工業

91 （有）富永電設

148（有）長谷川金物店

35 （株）オイルショップスズキ

92 バルサン（株） 福島工場

149 宍戸善四郎商店

36 （有）くりさき

93 （有）田村庭苑

150 塩野精肉店

23 （有）宝鮨
24 （株）福島銀行

矢吹支店

141（有）ツムラヤ

福島工場

福島工場

142（株）プロジェクトＡ

37 須賀川瓦斯（株）（酒スーパー矢吹八幡町店） 94 山形印刷（株）

151 海鮮居酒屋松竹

38 （株）LIXIL ビバ ビバホーム矢吹店 95 （有）水野谷自動車

152 若松屋

39 ヤンマーアグリジャパン（株）矢吹支店 96 （有）中畑有機農産

153 遠藤自動車整備工場

40 （株）リオン・ドール矢吹店

154（有）野木薬店

97 （有）こばり製作所

41 東西しらかわ農業協同組合矢吹中央支店 98 （有）佐藤フライス

155（有）エヌシーケー総合サービス

42 （株）薄葉電機商会

99 （株）未来制御

156 うらい生花店

43 まつやまクリニック

100（株）ジェージー矢吹 （矢吹ゴルフ倶楽部）157 大島損害保険事務所

44 （有）矢吹建材運輸

101 仲畠商亊（有）
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45 ウインファーマ（株）ウイン調剤矢吹薬局 102 全国酪農業協同組合連合会

159 ボデーショップ

46 （株）ヨークベニマル メガステージ矢吹店 103（有）いやさか

160 白河手打中華そば

47 （医）くすし会 すずきクリニック 104（医）あさひ会

渡部医院

ホシ
つむら家

161 マルハン矢吹店

48 矢吹精密宝石（株）

105（株）大馬工務店

162（株）グローバル創建

49 （有）大和クリーンサービス

106（株）井手商会

163 寿司うなぎ

50 矢吹運送（有）

107（有）鎌田自動車整備工場

164（株）あおき矢吹支店

51 （株）黒龍堂

108 樋口小児クリニック

165 洋食

52 （株）エースパック矢吹工場

109（株）青池製作所

166 洋食屋

53 須藤精密工業（有）

110（有）根本設備工業

167 加藤栄一司法書士事務所

福島工場

矢吹事業所

カロリー
ペイザン

54 協栄サーキットテクノロジ（株） 111（有）大道技術設計

168 草野精肉店

55 ラーメンショップ矢吹店

112 テイエフオー（株）福島工場

169（株）日建

56 根本実業（有）

113（有）堀井商店

57 （医）櫻仁会

114（株）グリーンラボ

西白河病院

王将

福島工場

矢吹事業所

地域包括支援センター通信

出張 オレンジカフェ開きます‼
み ん な の カ フ ェ
「オレンジカフェ」とは、認知症の方やその家族、支援者、医療や介護の専門職、地域住民
などが気軽に集まって交流や情報交換をする、誰もが気軽に参加できる「集いの場」のことです。
出会い、つながり、ホッとできる場をめざします。
お茶を飲みながら、気軽にお話しませんか？

【対象者】
・認知症や「もの忘れのある方」とその家族
・「もの忘れで困っている方」が周りにいる方
・「もの忘れで困っている方」を支えたい方
・認知症やもの忘れについて関心のある方ならど
なたでも
【中畑地区】
日 時：令和元年１１月２１日（木）
１０：００～１２：００
場 所：中畑公民館
参加費：１人 １００円
【三神地区】
日 時：令和２年 １月２２日（水）
１０：００～１２：００
場 所：三神公民館
参加費：１人 １００円
【お問い合わせ・申し込み先】
※自由参加ですが、電話での事前申込も受付しています
矢吹町地域包括支援センター
℡０２４８－４４－５２３３
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62号
ひかり保育園通信

食べるの大好き！
にんじんの収穫やさつま芋苗植
え、給食でいただく野菜の下ごし
らえ手伝いなど、様々な活動を通
して『食育』へつなげています。

交通安全教室
「青になったよ。」「右・左・もう
いちど右！」信号の見方と横断歩
道の歩き方を、交通教育専門員の
プール開き

職員募集
【
【

資
勤

方々に教えていただきました。

天の神様、水の神様ケガのないよう…お願いします。

登録ヘルパー（訪問介護員）

格
務

】 ・介護職員初任者研修修了者の資格を有する方
】 ・1 回、30 分～ 1 時間程度の訪問が 1 日に 2 ～ 3 件程度あります。
自分の都合に合わせて仕事をすることも可能です。
【仕事の内容】 ・主に、掃除や調理などの家事援助とオムツ交換などの身体介護です。
【 給 与 】 ・時給 1,150 円～ 1,300 円 ＋ 交通費 1㎞毎 25 円
処遇改善手当支給 平均８万程度（6 月、12 月、3 月の年 3 回支給）

明るく元気で健康な方、一緒に働いてみませんか？
応募は、電話連絡の上、履歴書をご持参ください。

社会福祉法人矢吹町社会福祉協議会

☎

0248-44-5210

編集後記
「健康寿命」という言葉をご存じですか？
健康上問題のない状態で日常生活が送れる期間のことで、男女の平均寿命が８０歳を超
えた現在、健康寿命と平均寿命の差は約１０年前後あるといわれています。つまり、そ
の期間は要支援・要介護の状態にあるということです。
矢吹町デイサービスセンターは、加齢や疾病等により要介護状態になっても、その方
の自宅で、その方の有する能力に応じ、自立した日常生活を送ることができるように支
援することを目標にしています。

「健康第一」短冊に願いをこめて
（七夕かざり）
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