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社 協 だ よ り 　 第５５号

　５月２５日の市社協理事・評議員会において、役員の改選が行われ、
次の方々が役員に決まりましたので、ご紹介します。

会　　　長　奥田　武一
副　会　長　卜部　能尚
　　〃　　　東　幸次郎
河合　淳好　吉澤　　宏
河村喜太郎　柿坂　豊和
田井中正行　樋口　大輔

森　　清人　杉本　順子

東　　武志　　才木　淳子　　北村嘉津代　　馬場　宏侑
中川　健一　　松田　健三　　橘　　秀裕　　藤木　幸夫
木村　康郎　　山田　正明　　的場　正光　　堀内喜久男
石本喜代次　　土家　靖起　　野村　雅英　　大西　　亘
五網　文司　　田畑　清英　　大磯　亀雄　　表　　和成
髙田　宗夫　　福田伊玖子　　小西　栄子　　甲滝　一吉
乾　　利夫　　西手　保弘　　西手　基雄　　松村　正晃
高瀬　一代　　谷田　敏世　　尾上　和史　　大鳥　清香
松井　文代　　中西　喜澄

（順不同・敬称略）
理　　　事

監　　　事

評　　　　　議　　　　　員

　世界に例のない急速な少子・高齢化の進行
や社会経済の変化により、地域で暮らす人々
の生活スタイルや、価値観の多様化と共に、
無縁社会と云われるように、地域では、地
縁、血縁、地域共同体、等々との連帯感や相
互扶助能力の希薄化が進み、既存の制度では
対応できない生活課題が表面化しています。
　桜井市の人口は平成２３年１０月には
６０，７８８人で、６５才以上の高齢者は
１４，７７５人、高齢化率２４．３％と成
り、今後は４０才以上６５才未満が減少し、
６５才以上が増加して、平成２６年には高齢
化率は２７．１％となり、平成３２年には
２９．９％になると推測されています。
　これ等に対し的確に対応する為には、福
祉関係団体との連携を深め、地域の実情に
応じた、きめ細かな地域福祉の諸施策を積
極的に推進する事が必要です。

　特に、地域福祉推進の中核組織である社
会福祉協議会の充実強化は、今以上に必要
であると考えます。
　誰もが住み慣れた所で安心して暮らす社
会を作るには、新しい時代や暮らしに合っ
た、地域でのつながり、住民相互の見守
り、支え合い、小地域福祉活動の推進、
等々、生活課題の進展に、市民の皆さんの
ご協力を頂きながら、積極的に活動をして
参ります。
　最後になりましたが、この度の会長就任
に当たり前鈴木会長が敷かれたレールを大
切にしながら、地域福祉課題に取り組んで
参る所存です。
　今後とも、関係諸機関並びに市民の皆様
には市社協の福祉事業への更なるご支援、
ご協力を賜りますようお願い致します。

会長就任にあたって会長就任にあたって会長就任にあたって会長就任にあたって
桜井市社会福祉協議会桜井市社会福祉協議会

会　長会　長 奥　田　武　一奥　田　武　一

ボランティア体験しませんか！？
「関心はあるけど、きっかけがない」｢やってみたいけど、参加の仕方がわからない｣・・・
ボランティアセンターでは、どなたでも楽しく参加しやすいプログラムを準備しています。
学生はもちろん、経験のない大人の皆さんも、さあ、ボランティアはじめてみませんか！？

レクリエーションでふれあいボランティア♪レクリエーションでふれあいボランティア♪

　障害福祉サービスセンター事業所の利用者の皆さん
と一緒に、風船バレーやレクリエーションゲームをし
て、楽しいふれあいの時間をすごしませんか！？
　みんなが楽しく参加できるように、ルールを工夫し
協力し合って、さぁ、大いに盛り上がりましょう！
　楽しいことが好きな方、ボランティア経験のない方
も大歓迎です！
日　時：８月１日（水）
　　　　１３：３０～１５：３０
場　所：桜井市福祉センター
　　　（桜井市桜井５３５－１）
募集対象：小学生以上
　※但し、低学年は保護者同伴に限る
定　員：２０名

国際交流ふれあいボランティア♪国際交流ふれあいボランティア♪

　ペルー出身の外国の方をお招きし、文化やスペイン
語を学びながら楽しく会話してみませんか？
　外国の遊び、日本のなつかしいゲームなど…。
　レクリエーションを通してふれあい、異文化交流し
ましょう！

日　時：７月２７日（金）
　　　　１３：３０～１５：３０
場　所：桜井市福祉センター
　　　（桜井市桜井５３５－１）
募集対象：小学生以上
　※幼児の参加は保護者同伴で参加可
定　員：３０名

使用済み切手の整理作業ボランティア♪使用済み切手の整理作業ボランティア♪

　選別・整理された使用済みの切手は、海外の収集家
に買い取られたりしてお金にかわり、福祉・医療活動
に役立てられています。整理作業ボランティアに参加
しませんか？
　椅子に座って誰にでもできる簡単な軽作業ですの
で、小・中学生はもちろん、大人の方の参加も大歓迎
です。気軽にご参加下さい。
日　時：８月２８日（火）
　　　　１３：３０～１５：３０
場　所：桜井市福祉センター
　　　（桜井市桜井５３５－１）
募集対象：小学生以上
定　員：３０名
持ち物：はさみ

高齢者施設でふれあいボランティア♪高齢者施設でふれあいボランティア♪

　高齢者デイサービスセンターの利用者の皆さんと一
緒に、会話をしたり、一緒にレクリエーションを楽し
んでボランティア体験をしませんか？高齢者体験・車
いす体験で高齢者さんとの接し方を学びましょう!
　中・高校生はもちろん、ボランティアのきっかけを
探している大人の皆さんの参加も大歓迎です！
日　時：８月２２日（水）１０：００～１５：３０
場　所：午前　桜井市福祉センターでオリエンテーション
　　　　　　　（車いす体験など）
　　　　午後　桜井市内高齢者施設
募集対象：中学生以上
　※小学生は保護者同伴で参加可
定　員：５名
持ち物：昼食、飲み物

参加申し込み・お問合せ先
桜井市ボランティアセンター（桜井市社会福祉協議会内）
ＴＥＬ：０７４４－４２－２７２４　ＦＡＸ：０７４４－４６－５０５２

参加待ってま～す♪参加待ってま～す♪参加待ってま～す♪

子どもたちと過ごすボランティア♪子どもたちと過ごすボランティア♪

　障がいのある子どもたち（小学１年生～高校３年生まで）の夏休み中の居場所づくり「ほっと・ステーション」の体験学
習（音楽療法､リズム体操､工作など）で、スタッフのお手伝いや特技を披露していただくボランティアを募集しています。
子供の笑顔が好きな人、初めての方も大歓迎です。子どもたちと一緒に楽しい時間を過ごしませんか？

日　時：７月３０日（月）～８月２４日（金）の１３日間（水・土・日お盆休みは除く）
時　間：１０時～１６時　※都合の良い日、午前・午後のみでも結構です。
場　所：桜井西ふれあいセンター分館
　　　　桜井市西之宮２１１－１（大福駅より　徒歩５分程度）
募集対象：大学生以上
※７月初旬にボランティアスタッフの勉強会を開催する予定です。

この夏この夏この夏この夏この夏
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平成24年度　桜井市社会福祉協議会　～事業及び予算～平成24年度　桜井市社会福祉協議会　～事業及び予算～平成24年度　桜井市社会福祉協議会　～事業及び予算～平成24年度　桜井市社会福祉協議会　～事業及び予算～平成24年度　桜井市社会福祉協議会　～事業及び予算～

１．地域福祉活動の推進…地域福祉活動の推進組織である地区社会福祉協議会の活性化を図り、住民間
　　　や団体間の連携を深め、地域住民の主体的なコミュニティ活動を支援します。
２．ボランティア活動の推進…ボランティア情報の収集･提供･相談等の活動支援や啓発･育成に努め、
　　　ボランティアセンターの活性化を図るとともに、ボランティア活動を推進します。
３．福祉サービス利用者の自立支援…介護保険制度や障害者自立支援法による各種事業利用者の自立
　　　支援のための適切かつ良質なサービス提供に努めます。
４．福祉ニーズの把握と広報の充実…相談事業や地域福祉活動をとおして、地域の福祉ニーズの把握
　　　に努めるとともに、広報の充実に努めます。
５．社会福祉協議会の運営基盤の強化…社会福祉協議会をとりまく厳しい財政状況に対処するため、
　　　自主財源の確保と効率的な運営に努めます。
６．指定管理者制度により受託した施設の適切な管理運営…桜井市福祉センター並びに桜井市高齢者
　　　総合福祉センターの効率的な管理運営に努めます。

　平成２３年度に本市で集まりました赤い羽根共同募金（一般募金）におきまして、平成２４年度に実
施される地域福祉事業・活動を対象として昨年秋に助成希望団体を公募したところ、１９団体２２事業
の応募があり、去る４月６日に開催しました配分審査委員会の厳正なる審査の結果、下記の地域福祉事
業・活動が配分対象として選ばれました。（下表参照）　　

　現在、下記災害に対する義援金を募集しています。
　詳しくは、奈良県共同募金会ＨＰ（http://www.nara-akaihane.com/)をご参照いただくか、本会
までお問い合わせください（ＴＥＬ：０７４４－４２－２７２４　桜井市社会福祉協議会内共同募金事務局)｡
　　・東日本大震災に係る義援金【募集期間：平成２４年９月３０日まで】
　　・茨城県及び栃木県における竜巻災害義援金【募集期間：平成２４年７月３１日まで】

奈良県共同募金会　桜井市支会

義援金の募集について

 

（順不同） 

「誰もが住み慣れた地域で共に支え合いながら、心豊かに暮らせる福祉のまちづくり」を目指します。

施　設　・　団　体　名

桜井市民生児童委員連絡協議会

桜井市ボランティア連絡協議会
桜井市肢体不自由児･者　父母の会
桜井地区保護司会
奈良県ＢＢＳ連盟　桜井地区

桜井市老人クラブ連合会

特定非営利活動法人　人･モノ･支援センター
ボランティアグループ　みのり会
桜井市自治連合会

初瀬地区社会福祉協議会

手話サークル　さくら会

桜井市母子寡婦福祉白百合会

桜井市地域自立支援協議会　生活支援部
桜井市障害者(児)団体連合会
(社福)桜井市手をつなぐ育成会若桜
指定障害福祉サービス事業所さくらんぼ
桜井市聴覚障害者協会

桜井市手をつなぐ育成会

桜井地区更生保護女性会
ボランティアグループ　よつば会

交流研修会及び施設見学
民生児童委員活動PR事業･児童虐待防止事業への協力
ボランティア推進･啓発事業『災害緊急時ボランティア体験講座Ⅲ』
社会見学事業
社会を明るくする運動
ともだち活動および明るい社会環境づくり
老人福祉大会
機関紙『竜吟』発行
小･中学生対象 人権教育･啓発事業『盲導犬を通して学ぶ･ふれあう』
施設利用の方　独居老人の方に手づくりの指導　
各支部への地域福祉活動費補助事業
６５歳以上の一人暮らしの人　病弱高齢者世帯に『救急医療
情報キット』の配布
防災研修及び手話学習
地域の人々の協力で年末もちつき大会　母子家庭の母子で潮
干狩及びみかん狩り　寡婦ふれあい研修会　老人ﾎｰﾑの訪問
『ほっと　ステーション』
市障連会員　県外研修

自立生活への展望及び地域の方との交流

聴覚障害者の情報保障と手話養成事業
桜井市知的障がい者(児)地域交流事業
療育教室
青少年の健全育成と更生事業　子育て支援事業
高齢者訪問でのふれあい「手作り（手芸）教室、交流事業」

事　　　　　業　　　　　名

平成２４年度 

『住みよい地域づくり 

支援事業』助成先が 

決まりました。 

【助成先一覧】

※この他、桜井市社会福祉協議会各種地域福祉推進事業、第７回市民ふれあい福祉まつりへの助成も決まりました。

◆事業重点課題

◆予　　算

※収支差額５８７千円については、次年度(平成２５年度)へ繰越。

(単位：千円)  高齢者総合福祉センター特別会計 収 入 
42,900千円 

支 出 
42,900千円 

※収支差額▲3,369千円については、前期末(平成２３年度末)支払資金残高より充当。

支 出 
65,443千円 

収 入 
62,074千円 

収 入 
144,384千円

支 出 
143,797千円 

介護･支援ｻｰﾋﾞｽ事業
特 　 別 　 会 　 計

一　般　会　計

会費 
116(0.2%) 

補助金 
33,429(53.9%)

受託金 
7,608(12.3%) 

共同募金
11,156(18%) 

利用料 
63(0.1%) 

負担金 
644(1%) 

雑収入
1,146(1.8%)

受取利息配当金
501(0.8%) 経理区分間繰入金

4,486(7.2%) 

社協運営費
38,934(59.5%)

共同募金事業費
11,167(17.1%)

地域福祉推進費 
4,384(6.7%) 

生活福祉資金貸付事業費 
349(0.5%) 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動費
2,168(3.3%)

福祉ｾﾝﾀｰ管理･運営費
7,857(12%)

給食ｻｰﾋﾞｽ事業費
584(0.9%)

会計単位間繰入金
2,925(4.7%) 

補助金 
200(0.1%)

受託金 
10,000(6.9%) 介護保険収入 

67,689(46.9%) 
障がい者自立支援収入 
62,621(43.4%) 

雑収入 

受取利息配当金 
21(0.1%) 

490(0.3%) 

助成金 
780(0.5%)

訪問介護事業費 
39,469(27.5%) 

通所介護事業費
26,494(18.4%) 

居宅介護支援事業費 
8,374(5.8%) 

障がい者介護事業費
12,578(8.8%) 

障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ事業費
32,493(22.6%) 

児童ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業費
12,566(8.7%) 

相談支援事業費
11,823(8.2%) 

利用料収入 
2,583(1.8%) 

共同募金

赤い羽根募金

皆様の温かいご支援をお待ちしております。 
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