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　今年も恒例の福祉まつりが開催されました。多く
の参加者が集まり、福祉への関心の高さを感じるこ
とができる１日となりました。チャリティーバザー収
益金は善意銀行を通じて、今後の福祉事業に役立て
させていただきます。

社協だより社協だより



平成23年度事業計画

随時行われる事業

○地域福祉活動計画スタート
○福祉団体等に助成（19団体）
○地区老人クラブに助成（59クラブ）

○広報紙「社協だより70号」を全戸配布
○市民団体等活動費助成事業申請団体の募集（5月～6月）

○生活保護単身入院者を慰問
◯市民団体等活動費助成事業
　公開プレゼンテーション審査会の開催

○広報紙「社協だより71号」を全戸配布（会員を募集）
○障がい児者との友愛パラボーリング大会に助成

○高齢者への敬老慰問
○地区敬老行事に助成（80歳以上1人500円）
○長期にわたり高齢者、障がい者を介護されている方の労い
◯認知症予防に効果のある「脳の健康教室」を開催
　（9月～24年1月）

○高齢者レクリエーション大会の開催
○独居高齢者交流会（寿楽荘へ招待）の開催

○独居高齢者の安否確認
  （安否確認が必要な75歳以上の方に乳酸菌飲料を
　月・水・金曜日に配付）
○電話による独居高齢者の安否確認
○栄養改善が必要な二次予防事業対象者に昼食を配食
  （火・木・土曜日）
○高齢者を対象にした「いきいきサロン」を実施
  （15グループ）
○児童・生徒を対象にした福祉実践教室（ボランティア
   体験学習）を開催
○聴覚障がい者の外出を支援するため、手話奉仕員及び
　要約筆記者を派遣

4月 11月

○歳末慰問（生活保護単身入院者、市外障がい者施設入所者）
○市内福祉施設入所者へサンタクロース慰問
○障がい児者を招いての「ふれあいクリスマス会」を開催

12月

○広報紙「社協だより72号」を全戸配布

○第29回福祉まつりの開催・4日（日）
○中学校を卒業する特別支援学級及び養護学校の
　生徒に祝品を配布（商品券）

1月

3月

5月

7月

8月

9月

○法律相談　毎月第2・4金曜日に実施
○火災による被災者に見舞金を給付（全焼5万円、半焼3万円）
○行路病者に医療費、旅費欠者に移送費を支給
○健康体操教室を毎月2回開催（老人福祉センター）
○健康相談を毎月第4水曜日に実施（老人福祉センター）
○3B体操教室を毎月2回開催（老人福祉センター）
○得ダネ講座を毎月1回開催（老人福祉センター）
○ホームページによる情報提供
○車椅子の貸出
○生活福祉資金・小額資金の貸付
○視覚障がい者へ声の広報・点字広報を配付
○いきいきサロン事業の一環として、貸切バスにて
　日帰り交流会を実施

３月３１日をもって富田忠男会長が退任し、
４月１日付で新会長に足立守弘氏が就任いたしました。新会長に足立守弘氏が就任

平成23年5月号
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収入

事業計画及び予算については蒲郡市勤労福祉会館内社会福祉協議会事務所にて閲覧することができます。

●平成23年度一般会計収支予算 354,342千円

夏休み等障がい児
日中一時支援事業
1,290千円

調査・研究・企画・広報
1,380千円

地域福祉活動推進事業
6,747千円
ボランティアセンター
活動事業　2,260千円

共同募金配分金事業
7,521千円

資金貸付事業
10,300千円

居宅介護支援事業
13,620千円

在宅老人給食サービス事業
13,069千円

地域包括支援センター
20,920千円 老人福祉

センター
44,700千円

法人運営事業
47,600千円

民児協事務局運営事業
2,933千円

障がい者支援センター事業
27,222千円

地域福祉サービス
センター事業
13,554千円

認定調査事業
22,218千円

障がい者支援事業
1,489千円

勤労福祉会館
25,260千円

ふれあい蒲郡
9,740千円

善意銀行　1,710千円

障がい者程度区分
認定調査事業
1,136千円

居宅介護等事業
63,521千円

経常経費補助金収入
33,640千円

寄附金収入　3,710千円

会費収入　6,968千円

前期末支払資金残高
15,000千円

積立預金取崩収入
1千円

助成金収入
8,104千円

事業収入
14,735千円

貸付事業等収入
4,999千円

共同募金配分金収入
6,400千円

障がい者自立支援
事業収入　27,608千円

利用料収入・手数料収入
917千円

雑収入　566千円

受取利息配分金収入
1,837千円

経理区分間繰入金収入
16,020千円

施設整備等補助金収入
800千円

受託金収入
153,130千円

介護保険収入
59,907千円

事業別予算

障がい者就労継続支援
B型事業　13,332千円

支出

障がい者相談
支援事業　1,010千円

障がい者相談：支援体制
整備事業　1,810千円
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ご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございました

赤い羽根共同募金　　7,776,551円
   ◎戸別募金　　   　  　 5,572,683円
   ◎街頭募金       　　        204,000円
   ◎法人募金     　   　    　965,000円
   ◎職域募金   　　            320,511円
   ◎学校募金          　　     437,705円
   ◎その他募金         　　   276,652円

歳末たすけあい募金　    587,107円

平成22年度赤い羽根共同募金 &歳末たすけあい募金平成22年度赤い羽根共同募金 &歳末たすけあい募金平成22年度赤い羽根共同募金 &歳末たすけあい募金
　平成22年10月1日から実施の「赤い羽根共

同募金」及び12月1日から実施の「歳末たすけ

あい募金」は、市民の皆様を始め各事業所や

各機関のあたたかいご理解のもと、下記のと

おり終了することができました。ご協力いただ

きました皆様には、厚くお礼申し上げます。お

寄せいただきました善意は、愛知県共同募金

会を通じて本市に配分され、お年寄り、障がい

者など市内にお住まいの皆様の社会福祉向上

に有効に活用させていただきました。

共同募金協力者一覧（敬称略　順不同）
三谷漁業協同組合
㈱ニイミ
東海自動車工業㈱
㈱松坂
杉江電設㈱
（医）仁雅会　畑川クリニック
㈱銀波荘
音部㈱
㈱サンジュ堂印刷
㈱柴彦商事
三河織物工業協同組合
㈱共伸紙工
（医）松風会　蒲郡クリニック
蒲郡鉄工会
豊田マリン
㈱加藤カム技研
小森㈱
㈲榎本プロパン
㈱コンプロ
いのうえ整形外科
㈱竹昇精工
天藤産業㈱
㈱明山荘
㈲石川車力
㈱ミクニ製作所
㈲小牧組
蒲伸商事㈱
西尾信用金庫形原支店
大江㈱

東京戸張㈱
三河信用組合
野田整形㈲
㈱鈴木文具
㈲センダイ
㈱鈴寅
㈲玉川うどん蒲郡店
魚徳
（医）北辰会蒲郡厚生館病院
蒲郡葬具㈲
蒲郡市上下水道工事協同組合
山陽化学㈱
㈱近藤鐵工所
㈱近藤製作所
マルエム工業㈱
㈲ミユキ
愛知プラスチックス工業㈱
伊藤光学工業㈱
平和フェルト㈱
㈱三平本舗
廣濱幹雄税理士事務所
㈲フジヤ
三嶽鉱山㈲
鈴権毛織㈱
桜井眼科医院
㈱松下電機
西村耳鼻咽喉科医院
井立毛織㈱
三浦米店

㈲だるま寿司
タイレ㈱
㈲すずよ
㈱三協
エス・イー・ティー㈱
㈱一色屋
㈱アサヒ
中部繊維ﾛｰﾌﾟ工業協同組合
㈲丸京商店
朝日産業㈱
五井眺海園
蒲郡商工会議所
㈱後藤包装
和のリゾートはづ
㈱よこやま
ホイテクノ物流㈱
市川漁網製造㈱
飯島電子工業㈱
蒲郡竹島観光㈱
スギヤマプラスチック㈱
石田製綱㈱
丸中㈱
中村精機㈱
㈱大国屋
㈱ニデック
㈱西浦化学社員協力会
東海警備安全保障㈱
（医）豊誠会とよおかクリニック
藤浜染工㈱
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蒲郡ボーイスカウト
岡崎信用金庫蒲郡･府相支店
蒲郡海陽開発㈱
海岸荘
立正佼成会法座所
ヤマハ発動機㈱
ガステックサービス㈱
蒲郡市勤労福祉会館募金箱
㈲三谷食肉
蒲郡地区労働組合協議会
福寿稲荷ごりやく市実行委員会
壁谷道子
（医）雅修会深志病院
ふじい整形外科
愛知トヨタ自動車㈱蒲郡営業所

（財）蒲郡交通安全事業会
山八歯材工業㈱
㈱蒲郡オレンジパーク
新日工業㈱
㈱竹林吉田
㈱竹浜製作所
㈱三喜
㈱コバテック
飯島精密工業㈱
鈴中工業㈱
ケミカル工業㈱
榎本プロパン職員一同
名鉄バス東部㈱
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行蒲郡支店
三河繊維技術センター
蒲郡市民生児童委員協議会
蒲郡市立大塚小学校
蒲郡市立三谷東小学校
蒲郡市立三谷小学校
蒲郡市立蒲郡東部小学校
蒲郡市立竹島小学校
蒲郡市立蒲郡南部小学校
蒲郡市立中央小学校
蒲郡市立蒲郡北部小学校
蒲郡市立蒲郡西部小学校
蒲郡市立塩津小学校
蒲郡市立形原北小学校
蒲郡市立形原小学校
蒲郡市立西浦小学校
蒲郡市立大塚中学校
蒲郡市立三谷中学校
蒲郡市立蒲郡中学校
蒲郡市立中部中学校

蒲郡市立塩津中学校
蒲郡市立形原中学校
蒲郡市立西浦中学校
愛知県立蒲郡東高等学校
愛知県立三谷水産高等学校
愛知県立蒲郡高等学校
蒲郡市ボランティア連絡協議会
蒲郡マリンライオンズクラブ
蒲郡市公民館連合会
蒲郡市手をつなぐ育成会
要約筆記すてっぷ蒲郡
中田公代
豊川信用金庫蒲郡支店
蒲郡市遺族連合会
立正佼成会蒲郡法座所
蒲郡市更生保護女性会
蒲郡精神障害者家族会
（財）蒲郡市母子寡婦福祉会
蒲郡商工会議所募金箱
福寿稲荷ごりやく市実行委員会
イオン㈱ジャスコ蒲郡店
蒲郡市保護司会
（財）不老会蒲郡支部
蒲郡市傷い軍人会
蒲郡市老人クラブ連合会
蒲郡市農協本店・各支店
蒲郡信用金庫本店・各支店
蒲郡警察署
全競労蒲郡競艇労働組合
蒲郡市議会議員親睦会
蒲郡市役所職員
蒲郡市社会福祉協議会職員

歳末たすけあい募金

「福祉の就職総合フェア～東三河～」平成23年度
愛知県

対象 福祉職場に就職希望の方及び福祉の仕事に関心のある方

無料

内容

参加費 参加は予約不要、随時入退場可能です。　その他 問合せ
豊橋市社会福祉協議会豊橋市福祉人材バンク

TEL.0532-52-1111

三河地域の求人情報の提供、福祉職場の人事担当者との
個別面談会、福祉の仕事が初めての方でも参加できる
福祉の仕事についての各種相談会などをおこないます。

とき 6月26日(日)　午後1時～午後5時
※求職者の受付は午後4時30分まで

ところ 名豊ビル8階
（豊橋市駅前大通2丁目48番地）　
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「こころ通わす人の輪づくり」
蒲郡市社会福祉協議会地域福祉活動計画

　蒲郡市社会福祉協議会が描く地域福祉は、市民同士がこころを通わすような、話し合い、支え合い、助け合いのさまざまな輪をつくり、
笑顔があふれるまちを目指すものです。その意味から、計画の理念を「こころ通わす人の輪づくり」と定め、この理念のもとで市民の力を
結集し、地域福祉の推進を図っていきます。この計画は、市の地域福祉計画と共有する次の４つの目標を設定し、市民や関係団体、市と連
携して、目標の実現のための事業を、平成23年度から平成27年度までの５年間実施します。

蒲郡市障がい者支援センターの紹介
　蒲郡市障がい者支援センターでは、地域活動支援センター「し
おさい」を運営し、障がいのある方の日中活動、福祉的就労の場を
提供しています。
　１月２７日（木）には岩崎学園の竹内伸太郎さんに道具をお借り
し、本格的な餅つきをしました。もち米を蒸すチームは煙りと格闘
しながら薪をくべ、蒸し上がりを待ちました。「杵を持つのは初め
て！」と言う人が多く、つく人と返す人の呼吸が合わずにヒヤヒヤす
る場面が何度もありました。それでもみんなで交代しながらのお
餅つきは大成功！出来たてのお餅は、きなこ、あんこ、大根おろしに
変り種のミートソースやカレーでお腹いっぱいおいしくいただき
ました。
　その他、カラオケや豆まきなどのイベントや調理実習もありま
す。興味のある方ぜひお気軽にお電話ください。

蒲郡市障がい者支援センター
所在地　蒲郡市浜町93　浜町福祉センター内
TEL.0533-68-3612   FAX.0533-68-3623 餅つきの様子

※活動ブログで「しおさい」の様子を見ることができますhttp://gshien.seesaa.net/

【計画の目標】
（市の地域福祉計画と目標を共有）

【目標実現のための重点事業】
（人の輪づくりの社協重点事業）

　地域福祉は、この目標の実現から始まります。隣近所同士、市民同士で交流する場面を増やすために、必要な事業を実施します。

目標① 隣近所同士、市民同士で
交流する場面を増やす

地区社協拡大事業 ～地区社協の全市的な展開～
いきいきサロン普及事業 ～小さな輪をたくさん～

　人づくりは、一朝一夕で成るものではありませんので、継続的な人づくりの仕組みを整える必要があります。現在、そして将来の福祉や地域活
動を担う人をつくる、増やすために、必要な事業を実施します。

目標② 現在、そして将来の福祉や地域
活動を担う人をつくる、増やす

小地域福祉教育推進事業 ～将来の担い手づくり～
ボランティアセンター機能強化事業 ～調整機能の強化～

　支援を必要とする人にとっては頼りになる基盤、地域のために働きたい人には働きがいのある場所が必要です。生活支援の要望をかなえる身
近な基盤をつくるために、必要な事業を実施します。

目標③ 生活支援の要望をかなえる
身近な基盤をつくる

「ふれあい蒲郡」強化事業 ～持続ある仕組み構築～

　いつ起きるとも限らない災害に備えて、クリアすべき大きな課題であり、目標です。災害に向けた不安を取り除く取り組みを市全域で実施する
ために、必要な事業を実施します。

目標④ 災害に向けた不安を取り除く
取り組みを市全域で実施する

災害時住民支え合いマップ事業
～地区社協の展開にあわせた安全・安心の仕組み構築～
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1時限目　AM9：30～10：00
2時限目　AM10：10～10：40
3時限目　AM10：50～11：20

参加者（学習者）募集

「読み書き」「計算」が
　　　　　脳の老化をふせぎます

学習サポーター募集

高齢者の認知症予防に効果！
　　　　　　脳のトレーニング教室開催

　教室では簡単な「読み書き」「計算」を30分
程度学習します。また、自宅では毎日10分程
度の学習となります。 
　脳が活性化するスラスラできる内容で学習
するため、楽しく続けられます。

　教室で参加者と楽しくコミュニケーションを
とりながら簡単な読み書き、計算のお手伝い
をしていただき、教室の運営をしていただく
「ボランティア•スタッフ」を募集します。

◆対象者　70歳以上の方
◆期　間　平成23年9月～平成24年1月
◆学　習　毎週月曜日　午前中に30分の学習

◆会　場　蒲郡市勤労福祉会館
◆募集人員　30名（申込多数の場合は抽選）
◆費　用　月額1,500円（教材代）
◆申　込　6月1日から受付
            　蒲郡市社会福祉協議会（69-3911)へ

◆活動期間　平成23年9月～平成24年1月
　　　　　　毎週月曜日　AM9：00～11：30
　　　　　　（準備、片付け等の時間を含む）
◆活動場所　蒲郡市勤労福祉会館
◆募集人員　12名　
◆申　　込　6月1日から受付
            　　蒲郡市社会福祉協議会（69-3911)へ
※サポーターは事前に開催する研修会
　（8月22日（月）9時から）に出席できる方とします

脳の健康教室開催脳の健康教室開催脳の健康教室開催第4回
認知症予防に
効果のある

「脳の健康教室」が
大変好評でしたので、
今年も開催します。

学習室のようす H22.9.3

第3回脳の健康教室修了式
H23.2.4

クリスマス会を開催 H22.12.24

手作りのクリスマスツリー

懇談コーナー
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　蒲郡市内のボランティアグループ、市民活動団体及び福祉的な課題
に取り組んでいる団体・グループ等の活動の促進と共同募金への理解
の拡大を目的に、共同募金の配分金の一部を財源として公募を行い、
公開プレゼンテーションによる審査会を経て助成する事業です。

がまごおりボランティア・市民活動団体助成金

平成23年度市民団体等
活動費助成事業

1団体1事業につき限度額10万円助 成 額
応募要件 規約・会則などがあり、活動拠点が市内にあること。

申込・問合先 6月30日（木）までに申請書（本会事務局にあります）などの
必要書類を本会（勤労福祉会館内☎69-3911）へ。

助成対象となる事業
◯4月1日～翌年3月31日に実施する事業
　※ただし、交付決定時に主要な事業が終了しているものを除く。
◯国、県および市から助成を受けない事業、なお、本会から
助成を受けている団体は、新規に取り組む事業とする。
◯団体設立後１年以上活動実績があり、法人格を持たない任
意の団体及び特定非営利活動法人。
◯事業の実績および収支計画が明確であること。

お気軽にご相談ください。 67-0110蒲郡市勤労福祉会館内 在宅福祉サービスふれあい蒲郡

平成23年度
協力会員募集中!

在宅福祉
サービスふれあい蒲郡ふれあい蒲郡ふれあい蒲郡
（介　　護）食事・入浴等の介護、医療機関などとの連絡・通院介助等。
（家事援助）調理、衣類の洗濯、住居等の掃除、買い物、子育て支援、
　　　　　 送迎サービス、配食サービス。

■サービス内容

■協力会員 ■年 会 費 100円サービスを提供する人（1時間につき710円をお支払いします）

■協力料金

月～土曜日
午前9時～午後5時
　1時間につき 710円

協力料金

（源泉徴収後）
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