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　近年、富里市においても少子高齢化、単身高齢者や高齢者のみの世帯の増加、
地域住民同士の関係性の希薄化、社会的貧困などにより、福祉ニーズは多様化
しております。
　このような状況の中で、富里市社会福祉協議会においては平成29年度に第２次

地域福祉活動計画（平成29年度～令和３年度）を策定し、「手をつないで広げよう！助け合い・
支え合いの輪」を基本理念として地域福祉の推進に努めております。今年度は計画の折り返し
地点を過ぎ、昨年度行った見直しや評価の結果に基づき、改めて目標に向けて各事業に取り
組んでいく年となります。
　また、昨年９月の台風被害に伴い、災害ボランティアのコーディネートを初めて実施しました。
市の災害対策本部等と連携を取りながら、被災した市民からの様々なニーズやボランティアの
皆様への対応を行い、一定の成果を上げることができました。
　今回の災害の教訓として日ごろから十分な準備を行うとともに、「助け合い・支え合いの輪」
の構築をより推し進めていく事で、災害にも強い地域づくりを目指して参ります。
　財政面においては、相変わらずの厳しい状況にありますが、災害への活用等、効果を明確に
示すことができる、会費や共同募金のさらなる確保に努めるとともに各事業において一層の
経費削減に努めてまいります。

◎法人運営事業
　・理事会、評議員会の開催・監査の実施（監事会、内部会計監査） ・支部長会議の開催
　・会員募集　・寄付金品の受入れ　・マイクロバスの貸出　・福祉功労者等表彰式の開催
◎地域福祉活動推進事業
　・心配ごと相談所の開設　・団体活動助成事業　・地区社会福祉協議会活動の支援
　・富里市福祉まつりの開催　・福祉のまちづくり推進事業　・福祉機器（車いす）貸出事業
◎ボランティアセンター運営事業
　・ボランティア活動の相談、登録、斡旋、広報活動　・ボランティア養成講座の開催
　・ボランティア連絡協議会活動の支援　
◎共同募金配分金事業（赤い羽根共同募金運動・歳末たすけあい募金活動）
　・高齢者交流ゲートボール大会の開催　・グラウンドゴルフ大会の開催　・給食サービス事業
　・災害見舞金の支給、応急援護費交付事業　・広報紙「社協のふくしささえ愛」の発行
　・ホームページ等による情報提供　・福祉団体等助成事業　
　・歳末たすけあい配分事業（地域ふれあい事業）
◎受託事業
　・移送サービス事業　・障害者相談支援事業　・生活福祉資金貸付事業　
　・臨時特例つなぎ資金貸付事業　・日常生活自立支援事業　・高齢者地域コミュニティ形成事業
◎貸付事業
　・小口資金貸付事業
◎法人後見事業
◎福祉センター管理運営事業
◎地域公益事業
　・ささえ愛サロン（高齢者サロン）の開催
◎富里市シルバークラブ連合会および富里市ゲートボール協会の事務局

基本方針

社会福祉法人富里市社会福祉協議会事業計画・予算概要令和２年度

単位（円）

収　支　予　算　書

科　　目 金額
会費収入
補助金収入
共同募金配分金収入
助成金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
寄付金収入
受取利息配当金収入
その他の収入
積立金取崩収入
繰越金

計

4,329,000 
32,513,000 
4,780,000 
105,000 

24,085,000 
100,000 
503,000 
184,000 

9,636,000 
2,000 
25,000 
20,000 
678,000 

7,294,000 
84,254,000 

収　入

単位（円）

科　　目 金額
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
助成金支出
基金積立資金支出
積立資金支出
その他の活動による支出
予備費

計

51,838,000 
10,499,000 
8,570,000 
100,000 

1,000,000 
7,182,000 
129,000 

1,340,000 
2,596,000 
1,000,000 
84,254,000 

支　出

　富里市社会福祉協議会（社協）では「誰もが安心して暮らせ
るまちづくり」をすすめていくため、地区社会福祉協議会等の
地域福祉活動・在宅福祉活動・ボランティア活動などさまざま
な活動に取り組んでいます。
　各種事業をすすめるための主な財源は、補助金や委託費等の
「公費財源」と住民の皆様にお願いする会費や共同募金の「民
間財源」です。中でも会費は社協の最も重要な自主財源であり
福祉活動を支えています。社協の活動にご理解をいただき多く
の方のご協力をお願いいたします。
【会員募集推進期間】
　会員は１年を通して募集していますが、特に６月から７月を
推進期間として区や自治会を通してみなさまに加入をお願いし
ています。

～会 員 募 集～

地区社協助成
800,000

法人運営費
（事務費等）
2,218,477

法人後見事業
663,686

マイクロバス貸出
497,993

ボランティアC運営
79,545

相談運営事業
56,009

区長会助成
100,000

富里市社会福祉協議会の会費納入にご協力ください

年一口 500円
市内に在住する世帯

一般会費 協力会費 団体会費

個人の方等 団体・法人等

年一口 1,000円 年一口 5,000円

皆様からの会費の使われ方（令和元年度実績より）

　６月１日現在、富里市社会福祉協議会並びに各地区社会福祉
協議会では、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から一部
事業を中止・見合わせております。
　また、富里市福祉センターの利用についても、条件を設けた
うえでの一部利用再開とさせていただいております。
　各種事業の中止や施設利用の条件等
につきましては、富里市社会福祉協議会
のホームページをご確認くださいますよ
うお願いいたします。
　利用者の皆様にはご不便ご迷惑を
おかけしますが、ご理解のほど何卒よろ
しくお願いいたします。

コロナウイルスの感染拡大防止についてコロナウイルスの感染拡大防止について

会費収入合計
計

4,325,710
単位（円）

R1年



社協のふくし　ささえ愛（2）

親の数だけ育て方があり、子どもの数だけ育ち方がある。だからこそ伝えたい！親の数だけ育て方があり、子どもの数だけ育ち方がある。だからこそ伝えたい！
令和2年度版令和2年度版 地区社会福祉協議会の子育て支援について地区社会福祉協議会の子育て支援について

『子育てママへのメッセージ』

富里南地区
社会福祉協議会

連絡先 加藤　雅子　☎（９３）８７２０

富里第一地区
社会福祉協議会

連絡先 田所悦子　☎（９３）１８１４

七栄地区
社会福祉協議会

連絡先 小湊憲一　☎（９３）２５３３

～日吉台地区社会福祉協議会～

会　場
利用料

連絡先 髙德詩子　☎（９３）２７５５

北部コミュニティセンター
１家族１００円（保険代・おやつ代）

会　場
利用料

富里市福祉センター
無料（イベント内容により一部負担あり）

日　時

会　場
利用料

８月６日㈭  ９月２日㈬ 10月７日㈬11月４日㈬ 
12月２日㈬  ２月３日㈬  ３月３日㈬
中部ふれあいセンター
無料

会　場
利用料

中沢集会場（向台子ども園の隣）
無料

会　場
利用料

二区協同館（旧洗心小学校の隣）
無料

会　場
利用料

富里市福祉センター
無料

連絡先 江原和江　☎（９４）０８３４

みんなでキラキラすくすくひろば

ちょっとほっとタイム

富里地区
社会福祉協議会

連絡先 越川美代子　☎（９３）２１８０

子育て交流会

ほっかほかクラブ
～洗心地区社会福祉協議会～

なかよし『おしゃべりひろば』

※今年度の子育てサロンについては、会場の確保や感染予防が難しい点を考慮し、当面の間開催を見合わせさせていただいております。
地区ごとに再開時期が決まり次第、富里市社会福祉協議会のホームページで日程をお知らせさせていただきます。

子育てに悩みや不安はつきものです。
でも、地域には皆さんの子育てを応援してくれる人たちが必ずいます。

地区社会福祉協議会が主催する子育てサロンは、好きなときに来て自由にくつろいでもらえる時間を
提供したり、みんなで楽しいイベントを開催したりする子育ての広場です。

〒２８６－０２２１
富里市七栄６５３－２　富里市社会福祉協議会
☎（９２）２４５１　ＦＡＸ（９２）２４９５

●回収ボックスの設置場所
　富里市福祉センターロビー
 
●回収の対象
　『入れ歯』
　①金属の付いている入れ歯（歯にかける
　　バネ「クラスプ」が付いているもの）
　②歯にかぶせた「クラウン」
　③歯に詰めた「インレー」
　④歯と歯をつないだ「ブリッジ」
『アクセサリー』
　①ネックレス、ピアス、リング
　②金製品、銀製品など

　●寄付の方法
　『入れ歯』
　①入れ歯の汚れを落とし、熱湯か入れ歯洗浄
　　剤（除菌タイプ）で消毒してください。
　②新聞広告等の厚い紙で入れ歯を包み、ビニ
　　ール袋に入れて回収ボックスに投入してく
　　ださい。
　『アクセサリー』
　　①紙に包み、ビニール袋に入れて回収ボ
　　　ックスに投入してください。

不要になった
入れ歯やアクセサリーの
ご寄付にご協力ください

　富里市社会福祉協議会ではＮＰＯ法人日本入れ歯リサイクル協会と
提携して、不要入れ歯等回収ボックスを設置しています。
　入れ歯やアクセサリーに使われている金属を精製して換金することで得た収益金が富里
市社会福祉協議会と㈶日本ユニセフ協会に贈られます。ぜひご家庭で使わなくなったアク
セサリー（ネックレス・ピアス・リング等）がありましたら、ご協力をお願いします。

お問合せ

『入れ歯』で
福祉活動

問合せ
〒２６０－８５０８　千葉市中央区千葉港４－３
千葉県社会福祉協議会　介護支援専門員養成班
☎０４３（２０４）１６１０　ＦＡＸ０４３（２４１）５１２１
ホームページ　http://www.chibakenshakyo.com/

試 験 日
受 験 資 格

申込書配布期間
申込書配布場所

申込み受付期間

１０月１１日（日）午前１０時～
医療・保健・福祉分野の有資格者などで一定期間以上の実務
経験のある方
６月３０日（火）まで
①富里市高齢者福祉課　　　　②富里市社会福祉協議会
③千葉県社会福祉協議会　　　④千葉県高齢者福祉課
⑤千葉県福祉人材センター（ＪＲ千葉駅前）
⑥各健康福祉センター（保健所）
６月３０日（火）消印有効
簡易書留による郵送のみの受付です。

令和２年度（第２３回）
千葉県介護支援専門員実務研修受講試験の実施

◎指定寄付金（敬称略）

◎物品寄付（敬称略）

受領年月日
３月　３日
３月１２日
４月　１日
４月　１日

個人・団体名
ナリコーセレモニー富里ホール
福祉センターカラオケ募金箱
オカリナ　木もれび
歌ごえ横丁

金　額（円）
１１２，０００
３，４１６
２，６４８
２，２７４

受領年月日
３月　２日
３月１０日
４月　２日

個人・団体名
広瀬　かほる
松﨑　麻由美
菅谷　き　よ

物　品　名
電動車いす1台
車いす1台
未使用はがき一式

　精神科医師による専門の相
談です。本人はもちろん、ご
家族だけでも利用できます。

問合せ

こころの相談

富里市社会福祉協議会　☎（９０）００８１
相談支援事業所　ゆらり

日 　 時

場 所
そ の 他

７月１０日㈮・９月１１日㈮
午後２時～４時
富里市福祉センター
３０分ごとの予約制となりますので、
事前にお申込みください。

　日常生活を過ごす中で、判断に不安を抱える高齢の方や障がいの
ある方が、地域で安心して暮らしていけるよう、福祉サービスの利
用に関する手続きや毎日の暮らしに欠かせない金銭管理のお手伝
いをします。
　また、大切な印鑑や証書などを安全な場所でお預かりすることも
できます。
　専門員が訪問し、困りごとや生活状況、希望などをお聞きします。
ご相談しながらお手伝いの内容を一緒に考え、支援計画を立てます。
　契約後は、必要に応じて支援の内容を変更することもでき、お手
伝いの必要がなくなったらいつでも解約することができます。
　また、1時間1,000円と交通費や年会費などの利用料が掛かり
ます。
　まずは、お気軽にご連絡ください。

すまいる（日常生活自立支援事業）のご紹介

問合せ 富里市社会福祉協議会  ☎（９２）２４５１



（3）社協のふくし　ささえ愛

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入が

減少された方（世帯）に対して　　　　　　　 のご案内

　シルバークラブは、地域を基盤とした高齢者の自主的な組織であ
り、さまざまな活動をとおして心身の健康増進を図っています。こ
れまでの知識や経験を活かしながら、ともに活躍の場を広げ、みん
なで一緒に楽しみませんか。
　現在、富里市内では１７クラブ約６３０名の皆
さんが元気に活動されています。興味・関心の
ある方は、地域のシルバークラブまたは社会福
祉協議会事務局までお気軽にご連絡ください。

○文化活動
　演芸会の観覧、囲碁将棋大会、カラオケ大会、各種講習会など
○スポーツ活動
　ゲートボール、グラウンドゴルフ、体操教室、運動会など
○奉仕活動
　身近な道路や公園の清掃、子どもとの交流や見守り、行事ボ
　ランティアなど

～富里市シルバークラブ～

富里市内に居住し紛争性がなく、身上監護と日常的な金銭管理が中心の方で、次のいずれかに該当する方です。
　①市長申立てをする方で他に適切な後見人が得られない方
　②原則として高額な財産を所有せず、他に適切な後見人が得られない方
　③本会が特に必要と認める場合

対 象

貸 付 額
据 置 期 間
返 済 期 間
貸 付 利 子
連帯保証人

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休
業等により収入の減少があり、緊急かつ一時
的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※ただし、生活保護世帯、従前から就業していな
い方、暴力団および暴力団の世帯員は貸付対象外
２０万円以内
１年以内
２年以内（２４回以内）
無利子
不要

対 象

貸 付 額

貸 付 期 間
据 置 期 間
返 済 期 間
貸 付 利 子
連帯保証人

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
収入の減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となっている世帯
2人以上世帯　月額２０万円以内
単 身 世 帯　月額１５万円以内
原則3ヶ月以内
１年以内
１０年以内（１２０回以内）
無利子
不要

・申請の際には、提出書類や本人確認書類の他、収入の減少が分かる
ものを確認させていただきます。ご事情やご状況、収支等を詳しくお
伺いさせていただく場合があります。
・受付が込み合う場合がありますので、お電話でお問い合わせのうえ、
お越しくださいますようお願いいたします。
・現に新型コロナウイルスに感染されている方、そのご家族など濃厚
接触者に該当する方、またその疑いがあると思われる方は、あらかじ
めお電話にてお問い合わせください。感染拡大防止の観点から、ご
協力をお願いいたします。
・申請書類は窓口配布のほか、千葉県社会福祉協議会のホームページ
にて、申請書類をダウンロードすることができます。
・貸付決定には、審査があります。

お申込にあたって
・住民票の写し【原本】
※世帯全員分、マイナンバー非表示、発行から３か月以内の
もの
・運転免許証のコピー又は申込者の顔写真が貼付された証明
書（パスポート、マイナンバーカード等）
・貸付金の振込先となる通帳の表紙と見開き１ページ目のコ
ピー又はキャッシュカードのコピー（いずれも申請者名義の
もの）
＜以下、お持ちの方、該当する方のみ提出＞
・健康保険証のコピー
・外国籍の方の場合、在留カード等のコピー

ご本人にご準備いただくもの

　富里市社会福祉協議会が成年後見人等（成年後見人・保佐人・補助人）または任
意後見人となり、判断能力が十分でない方の支援を行います。法人後見事業のご紹介

問合せ 富里市社会福祉協議会　☎（９２）２４５１

問合せ 富里市社会福祉協議会　☎（９２）２４５１

た
と
え
ば
…

会 員 募 集 !!

問い合わせ・相談申込窓口 富里市七栄653－2　富里市福祉センター内
富里市社会福祉協議会　☎ ０４７６－９２－２４５１

特例貸付

対象となる方

問合せ 〒２８６－０２０３　富里市久能７２２　久能カントリー倶楽部
☎（９３）９０００　ＦＡＸ（９２）５０６３

日 時
会 場
定 員

参加資格

料 金
参 加 費
競技方法

申込方法

そ の 他

８月２８日（金）
久能カントリー倶楽部
先着３６組（申込み締切日は７月３１日㈮。
ただし、定員になり次第締め切らせていただきます。）
①プロおよびゴルフ場関係者は参加できません。
②暴力団およびその関係者等については入場をお断りします。
１５，５００円（昼食付・消費税込）
  １，５００円（賞品代）
１８ホールストロークプレー　新ペリア方式
前半の９ホールのスコアでの集計（ハーフ決戦）
ゴルフ場に直接お電話のうえ、所定の申込書を郵送またはＦＡＸしてく
ださい。申込みはお一人様でも何組でも結構です。
※申込書は久能カントリー倶楽部・富里市社会福祉協議会にあります。
プレーフィの一部を富里市社会福祉協議会に寄付いたします。
※今回は新型コロナウイルス感染症の状況を鑑みて、前半９ホールのスコ
アでの集計とさせていただきます。プレー後のパーティーも行いません。

参加者募集参加者募集2020
久能

Summer

inチャリティゴルフ

緊急小口資金 総合支援資金

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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学童クラブの先生方 お礼状がとどきました。

ボランティア連絡協議会ボランティア連絡協議会
【令和2年度「総会」について】
　新型コロナウィルス感染拡大の為、３月よりすべての行事が中止となり、
今年の総会（5/15に予定）も、書類開催とさせて頂きました。会員の皆様の
お顔をみる事ができず、とても残念でした。緊急事態宣言が解除されたと
は言え、新しい生活様式を意識する日々が続きますが、今、自分たちに出来
ることを考え、一日も早い終息を迎えられるよう、一人ひとりの頑張りが大
切であると思います。10月中には「グループ連絡会」を予定しております
が、日程変更、中止が有る場合もございます。詳細は後日お知らせいたしま
す。皆様にお会いできることを楽しみにしております。（会長：石川政江）

ボランティアグループインフォメーションボランティアグループインフォメーション

　今年度、ボランティアセンターでは、ボランティア活動のきっかけとして
「ボランティア入門講座」「介護予防講座」「災害ボランティア講座」開催
を予定しております。広報誌、HPにてお知らせいたしますので、ぜひご参加
ください。
　また、毎年開催しておりました「夏のボランティア体験」は、今年度は、中
止とさせていただきました。
　個別のボランティア活動につきましては、ご相談させていただきますの
でご連絡ください。

【新規ボランティアグループ「富里親心会」】
　富里の子どもたちの応援、支援を目的に平
成30年６月に結成し、現在会員は18名です。
市内社会福祉施設のイベントの協力や地元の
夏祭り、福祉まつりへの出店、昨年は台風被
害の瓦礫の撤去作業も行いました。
　まだまだ働き盛りの若い会員が多いので活
動日は限られてしまいますが、出来る時に出来る会員が地域に参加しています。

＜保育ボランティア＞
資格は要りません。お子さんが大好きな方、大歓迎です。
市内幼稚園、小学校の家庭教育学級中、また乳児検診時など
概ね１時間～２時間ほどの活動です。
会　場　市内幼稚園、小学校、公共施設など
＜給食サービス配食ボランティア＞　　　
月に１回（８月を除く）、２人～３人の利用者宅へお弁当をお届けする活動です。
活動日　第２木曜日または第３木曜日のいずれか
配食先　富里市内　※お弁当のお渡しは福祉センター調理室です。

ボランティアセンターからのお知らせボランティアセンターからのお知らせ

手作りマスクお届けしました。
～自宅でできるささえ愛活動～
「手作りマスクをプレゼントしよう」

　夏場のマスク着用は、体に熱がこもりやすい状況により熱中症のリスクが高くなるおそれがあります。屋外で人と２メートル
以上の距離を確保できる場合は、マスクを外すようにすることや、マスクを着用している場合には、強い負荷の作業や運動を避
け、のどの渇きを感じていなくてもこまめに水分補給を心掛けるようにすることで熱中症を予防しましょう。
※高齢者、子ども、障がい者の方々は、熱中症になりやすいので十分注意しましょう。

～周囲の人からも積極的な声かけをお願いします。～

　今年もボランティアさんにお手入れされた中庭で
あじさいがきれいに咲いています。
昨年度も様々なボランティア活動にご協力いただき
ましてありがとうございました。
　今年は、新型コロナウイルスの影響により、総会をはじめとした、様々な行
事や活動が残念ながら中止となっています。活動の一つである給食サービス
も中止となり、電話での安否確認となりましたが、お一人おひとりの声を聴く
ことができ安心しました。6月からは短時間でできるメニューに変更し、感
染予防対策をしながら再開することにしました。これからは、密集・密接・密
閉を意識しながらの活動となりますが、皆さんのご協力のもと一緒に考えな
がら進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。　（I.M）

　富里市中部地域包括支援センターの生活支援コーディネーターさんの発案により始まった、「ささえあい活動 / 学童クラブで過ごす子どもたちの
ために手作りマスクを届けよう」にボランティアセンターも協力させていただきました。
　賛同していただいた市民、ボランティアの皆様から、500枚を超える温かい心のこもった手作りマスクが集まりました。
　布やゴムなどが品薄状態であるにもかかわらず、ご協力頂いた皆様に感謝いたします。
　ゴールデンウィーク明けに市内の学童クラブ、放課後デイサービスにお届けしました。緊急事態宣言の最中であったので、子どもたちは少なかっ
たのですが、指導員の先生の方々から「うれしいです。」「たすかります。」との声があり、大変喜んでおられました。
　これからは「新しい生活様式」となり、まだまだ「マスク」も必要となります。「ささえ愛活動」、ぜひ、子どもたちのためにこの活動にご参加ください。
問合せ・受取先：富里市ボランティアセンター／お住まいの地域にある地域包括支援センター

マスク着用による熱中症のご注意

ボランティア募集!！ボランティア募集!！

編　集　後　記　～ボランティアセンター～

★ごぼう
・ごぼうは、低カロリーで食物繊維を豊富に含み便秘解消に効
果があるほか、不溶性食物繊維のリグニンは、腸内の発がん性
物資を吸着し、大腸がんの予防効果があるといわれています。

＜ごぼうつくね＞
★材料２人前：豚ひき肉120g、塩・こしょう・生姜
汁各少々、卵１/２個、ゴボウ５㎝、長ネギ５㎝、片
栗粉小さじ２弱、＜たれ＞醤油小さじ４、砂糖小さ
じ１（１/２）、みりん小さじ１（１/２）、酒大さじ１
★作り方：①ごぼうは、皮むきでささがきにして水にさらし、水気を切る。長
ネギは斜め薄切りにする。②ひき肉に塩、こしょう、生姜汁、片栗粉を加え
て練り混ぜる。粘りがでたら、ごぼう、長ネギを加えて混ぜ合わせる。③フ
ライパンに油を熱し②を入れて中火で７～８分かけて両面こんがり焼く。④
たれの材料を合わせて③に加え、煮詰めながら味をからめる。

監修：栄養士  越川美代子

＜給食サービスのおかずを一品ご紹介！！＞


