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地域にお出かけ
「社会福祉協議会の２４年度」
日常的金銭管理サービス、権利擁護事業
介護者リフレッシュ事業、車椅子・スロープ無料貸出
みんなでやろまい会
社協特別会費・勤労体験学習
お知らせコーナー

も く じ

地域にお出かけ！！地域にお出かけ！！

地域お出かけ
メニュー

※詳しくは社会福祉協議会までお問い合わせください。

内　　　容

社会福祉協議会の実施事業について

東員町のボランティア活動の現状について

地域の見守り（民生委員とのつながり）ネットワークの重要性と絆について

ホームヘルプサービスの現状とサービス方法について

デイサービスの取り組みと口腔指導について

ケアマネジャーによる上手な介護保険制度の活用方法について

理学療法士による介護予防体操について

リズム体操による介護予防運動について

　笹尾東3丁目集会場において、白梅サロンが行われ、社会福祉協議会の取り組みとホームヘルパーの活動
についての説明会を開催しました。
　住民の皆様からいただいた戸別会費や特別会費、寄付金を活用したシニアカレッジや心配ごと相談・無料
弁護士相談事業、ひとり親家庭支援事業など、社会福祉協議会としての取り組みの紹介をし、後半は、ホー
ムヘルパーの活動状況について説明しました。
　参加者の皆さんにとっては、身近な介護の問題であるので、熱心に聞いてみえました。
　今後も、社会福祉協議会の取り組みや介護、介護予防、在宅福祉サービスなどについての説明会を地域へ
出かけて実施させていただきますので、是非とも、お声掛けをよろしくお願いします。

　自治会班長会や各種行事、
元気老人サロン事業などの
住民の方が集まる機会にお
声掛けをお願いします。

◀社会福祉協議会に
　ついての説明の様子

事業所管理者による▶
ヘルパーの取り組み
について説明
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社会福祉協議会の２４年度社会福祉協議会の２４年度社会福祉協議会の２４年度

１．理事会（年５回）・評議員会（年３回）・監査（年2回）
２．戸別会員（5,714世帯）・特別会員（785口）の募集・寄付金の受付および管理　
３．事務局体制の充実　個人情報の徹底　苦情・要望の受付
４．あり方検討委員会の設置
５．社協内防災委員会の実施（避難訓練の実施と避難準備勧告発令時の職員体制の見直し）

事業報告

■社協組織の強化

　平成24年度は、法人としての運営・事業全般にわたる現状分析と課題、今後のあり
方について、町内関係団体・組織の方々に参画を仰ぎ、「東員町社会福祉協議会あり方

検討委員会」を立ち上げ、「法人運営」「地域福祉」「在宅福祉」の３分野からなる提言を受けました。
　委員会での協議の経過については、随時、社協理事会に報告し、職員間においても共有化を図り
ました。あわせて、あり方検討委員会提言に対する５カ年のアクションプランを策定し、今後の本
会の進むべき方向を内外に示すとともに、実践していく指針として、25年度事業計画にも反映さ
せることができました。

総括

１．共同募金事業（ひとり暮らし交流会・ひとり親家庭ふれあい交流会・ふれあい型配食サービス事
業・介護タクシー助成事業・車いす　スロープ無料貸出・子育て支援事業）

２．歳末たすけあい募金配分金事業（ひとり親家庭図書カードの交付・歳末応援費の交付）
３．東員町受託事業や社協独自事業（生活支援型配食サービス事業・家族介護者リフレッシュ事業・
健康塾・介護二次予防事業・在宅重度障がい者への助成・ひとり親家庭に対する助成・心配ごと
相談所と無料弁護士相談所の開設・地域福祉権利擁護事業・当事者団体などの育成支援）

■地域で暮らし続けるためのサービスとしくみづくり

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１．シニアカレッジの開催
２．地域ケア人材育成事業
３．災害ボランティアセンター研修事業

■地域を支える人づくり・生きがいづくり・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１．「ふくしのわ」の発行（年4回）
２．ホームページの運営（閲覧件数194,181件）
３．東員福祉まつりの実施（来場者約1,000名）
４．ふれあいセンターの管理運営
５．ボランティア市民活動支援センターの設置・運営
６．共同募金委員会の活動支援および助成
　　（一般募金2,489,026円　歳末たすけあい募金1,226,220円）
７．日本赤十字社社費増強運動の実施（実績2,921,334円　配分金529,740円）

■住民参加の基盤づくり ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

理事会（5月30日）および評議員会（5月30日）において承認されました
東員町社会福祉協議会の平成24年度事業報告・決算についてご紹介します。
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支出
212,528,597

決算

１．訪問介護事業・介護予防訪問介護事業
　　（延べ訪問回数7,450回　ヘルパーミーティング年12回）
２．通所介護事業（延べ利用者5,758名　リハビリ利用者延べ2,591名）
３．居宅介護支援事業（延べケアプラン作成数1,696件）

■介護保険事業および介護予防事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１．障害者訪問介護事業（延べ訪問回数991回）
２．地域活動支援センター事業（延べ利用者305名）

■障害福祉サービス事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

収入
210,012,778

その他の収入 1,173,561
経理区分間繰入金 4,599,150
受取利息 337,116

雑収入 866,959
利用者負担金 36,340

自立支援費 7,327,018

会費 3,642,000
寄付金 3,492,185

助成金 80,000

ふれあいセンター利用料 528,400
共同募金配分金 3,126,318

配食サービス負担金など 2,059,735

町補助金
32,027,000

受託金
31,253,300

人件費
132,927,358

事業費
58,519,818

介護保険
119,463,696

※不足額については、
　繰越金を充当しました。

（単位：円）

退職共済預け金 6,835,586
固定資産取得 1,754,000

経理区分間繰入金 4,599,150
負担金 308,462

助成金 3,869,715

事務費 3,714,508
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権利擁護事業権利擁護事業権利擁護事業 （三重県社会福祉協議会HPから引用）

　福祉サービスを利用したいけれど、手続きの仕方がわからない。銀行に行ってお金を下ろしたいけれど、
自信がなくて誰かに相談したい。日々の暮らしに不安をお持ちの方が安心して生活できるように、福祉サー
ビスの利用手続き、金銭管理などをお手伝いします。
　みなさんのそばで社会福祉協議会が安心のサポートをいたします。

こんな「困った」はありませんか？
★福祉サービスを利用したいけれど…
●どんな福祉サービスが利用できるかわから
ない。

●福祉サービスを利用したいけれど、手続き
の仕方がよくわからない。

●今利用している福祉サービスを変えたいけ
れど、どのようにすればいいのかわからな
い。

★お金がちゃんと管理できるか心配…
●福祉サービスの利用料や、税金・保険料・
電気代などいろいろな支払いができるか心
配。

●年金がちゃんと振り込まれているかわから
ない。

★大事な書類をなくしてしまいそう…
●通帳や権利証などの大事な書類を置き忘れ
ることがある。

こんなお手伝いをいたします
★福祉サービス利用のお手伝いをします。
●どんな福祉サービスが利用できるか、どのように利用すれ
ばよいかをわかりやすくご説明します。
●福祉サービスの利用や、利用をやめる際の手続きのお手伝
いをします。
●福祉サービス利用料金の支払いの代行をします。
●今利用している福祉サービスへの疑問や不満などを解決す
るお手伝いをします。
★日常的なお金の管理をお手伝いします。
●年金や福祉手当がきちんと振り込まれているか確認するお
手伝いをします。
●生活費を預金の中から引き出したり、預け入れたりするこ
との代行や代理をします。
●病院への医療費の支払い手続きのお手伝いをします。
●社会保険料、電気・ガス・水道料金などの公共料金の支払
い手続きのお手伝いをします。
●日用品を購入する代金の支払い手続きのお手伝いをします。

日常的金銭管理サービスの紹介
いつまでもお家で暮らし続けるためのサービス

自分で銀行などに行くことが難しくなり、日常生活が不便になってきた…。
だれもが地域で安心して日常生活を送れるように、金銭に関する代行サービスを行っています。

■対象者　●65歳以上の方　●20歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方　など
■お手伝いできる内容　ご本人の代わりに銀行に行き、下記の手続きを代行します。
　　　　　　　　　　　（1）年金、諸手当等の受領確認
　　　　　　　　　　　（2）日常的な生活に要する預貯金の出金・入金
　　　　　　　　　　　（3）医療費、公共料金、家賃、地代、税金などの支払い
　　　　　　　　　　　（4）預金通帳の記帳
　　　　　　　　　　　その他日常生活に関わる相談に応じます。
■利用料金

■ご利用に関するお問い合わせ　東員町社会福祉協議会（TEL76-1560）までお電話ください。

区　分 単　位 利 用 料

1時間を超える場合は、
30分を単位として500円加算

金銭管理代行サービス

生活保護世帯は免除
無　料日常生活に関わる相談

30分以内 500円
1時間以内 1,000円

お気軽に東員町社会福祉協議会までご相談ください。(ご相談いただいた内容の秘密は守られます)
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在宅介護者の憩いの場！

～介護者リフレッシュ事業～

　在宅で介護されている方！
　なんだか疲れ気味だったり、もやもやしたり
していませんか。
　マッサージで体を軽くしたり、日頃の思いを
同じ立場の人と話して、リフレッシュしません
か。
　おしゃべり仲間を募集しています。在宅介護
をしている皆さん、ぜひご参加ください。

参加者募集
マッサージのコツをマスターしましょう！＆おしゃべり会
日　時　7月25日（木）10：00～12：00
場　所　ふれあいセンター 研修室
内　容　今回はご自宅でもできるマッサージの講習です。マッサージの方法をマスターして毎日の疲

労回復に役立てましょう。

車椅子・スロープを無料で貸出しています車椅子・スロープを無料で貸出しています車椅子・スロープを無料で貸出しています
貸出期間　貸出日から1か月以内　
利 用 料　無料
利用手続　①社会福祉協議会窓口へ直接お越しください。
　　　　　②予約は電話で受付しています。
※先着順。台数には限りがあります。

お家で介護するときのヒント①「排泄編」＆おしゃべり会
日　時　8月22日（木）10：00～12：00
場　所　ふれあいセンター 研修室
内　容　一人ひとりに合った排泄方法をベテランヘルパーがお知らせします。

お家で介護するときのヒント②「入浴編」＆おしゃべり会
日　時　9月26日（木）10：00～12：00
場　所　笹尾コミュニティセンター 会議室
内　容　安全に安心してお風呂に入っていただく方法をベテランヘルパーがお知らせします。

《共通事項》
参加料　無料
対象者　高齢者を介護している家族
※おしゃべり会だけの方も、初めての方も、ぜひご参加ください。
※ふれあいセンターまでの交通手段にお困りの方は、社会福祉協議会までご相談ください。
受付先・問い合わせ先　東員町社会福祉協議会
　　　　　　　　　　　TEL 76-1560　FAX76-1559　Eメール fukushi@toinshakyo.or.jp 
※FAX・Eメールでの申し込みは、「リフレッシュ」を件名にしてお名前と連絡先を明記ください。
　ケアマネージャーでもお受けいたします。

お盆のお墓参り
行楽などに

ご利用ください！

◀「ぶらり桑名」
　おしゃべりをしながら
　お食事会！

おしゃべり会の風景▶



6

みんなでやろまい会みんなでやろまい会みんなでやろまい会
「みんなで やろまい会」って？

　障がいの有無に関係なく、『誰もが』東員町でい
つまでも安心して暮らしていくために、障がい者自
身が旗振り役となって、地域のどのような方とも仲
良く・楽しく交流を図ることを目的に、毎月1回
「座談会」を開催しています。
　座談会では、全員が参加して楽しく話し合うこと
をモットーに、「やりたい！企画」の実現にむけ、
みんなで役割分担しながら、支えあって活動してい
ます。

リフトバスで行く！知多半島の旅
　平成24年9月17日（祝）、これまでの座談会を通じて初めて
生みだされたプロジェクト「リフトバスで行く！知多半島の
旅」が、24名の参加を得て開催されました。
　企画立案から開催案内に至るまで、その名のとおり「みんな
でやろまい（やろう）！」を実践した結果が今回の開催につなが
りました。今回をきっかけにどんどん新しい仲間が増えること
を期待しています。

　詳細は、事務局の林さん（電話76‒6400）または社会福祉協議会まで、お気軽にお問い合わせく
ださい。

誰でも・いつでも参加ＯＫ！
　「みんなで やろまい会」では、これからも「みんなでやりたい！」と思うことをゆっくり話し合い
ながら、1つ1つ取り組んでいきます。
　「みんな」とは、その名のとおり障がいの有無に関係なく『誰もが』対象で、「みんな」で役割分担
しながら一緒になって物事を実行していく＝「やろまい！」にご賛同いただける方を常時募集してい
ます！

★社会福祉協議会のホームページでも随時「活動情報」を発信しています！
　アドレスはコチラ▶http://www.toinshakyo.or.jp やろまい会 検索

第1弾プロジェクト

特集

※その後、第2弾として、平成25年3月23日（土）に「リフトバスで行く！USJの旅」も開催しました。
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平成25年度社協特別会費に
ご協力お願いします

平成25年度社協特別会費に
ご協力お願いします

平成25年度社協特別会費に
ご協力お願いします

東員第一中学校 勤労体験学習
　平成25年5月15日～17日の3日間、東員第一中学校2年生の生徒が、デイサービスセンター
ふれあいに勤労体験学習にきました。1日目は緊張気味で硬かった表情も、2日目以降はだんだん
ほぐれ楽しく学習していました。
　送迎や入浴介助、昼食の準備で大忙し！！ 2日目には理学療法士によるリハビリの体験もしまし
た。午後からは、レクリエーションとおやつの準備。レクリエーションは、利用者さんと一緒にゲ
ームを楽しみました。
　3日間の勤労体験は、東員第一中学校の生徒さんにとっては、緊張の連続で、大変だったと思い
ます。この体験が、2人の将来の職業選択の糧になれば幸いです。
　デイサービスセンターふれあいでは、このように、中学生や小学生の勤労体験の受け入れを実施
しておりますので、ご要望の際は社会福祉協議会までご連絡をお願いします。

　社協は、民間団体であるという利点を活かして、「誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくり」
を目指して、各種福祉事業に取り組んでいます。社協事業を推進するための財源は、国や県、町補助金など
のほか、町民の皆様からの会費収入・寄付金等によりまかなわれています。本年もなにとぞ、ご支援・ご協
力をお願い申し上げます。

　申込書に会費を添えて、社協事務局（ふれあいセンター内）、または笹尾
連絡所までお届けいただきますようお願い申し上げます。（なお、ご一報
いただければ、こちらから、お伺いいたします。）

募集期間 ………… 平成25年7月8日（月）～8月30日（金）
会　　費 ………… 1口 1,000円（何口でも結構です）

■東員町社会福祉協議会
　東員町大字山田2013番地　TEL76‒1560　FAX76‒1559

絡をお願いします。

利用者の方と
レクリエーションを
しています

最後にがんばった二人に
大きな拍手がおくられました利用者さんもお楽しみの

おやつです
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このコーナーへの掲載を希望する方は、社会福祉
協議会（TEL76-1560）へご連絡ください。

（福祉・ボランティア・市民活動以外の内容や、）　政治・宗教・営利目的の内容は除きます。
コーナーココーナー

シングルペアレントふれあい交流会「東京ディズニーランド」シシシシシシシシシンンンシシンンンシンンンンンングググンンググンングググググルルググルググルルルルペペペルルペペペルペペペペペペアアアペペアペアアアアアアレレレレレレアアアレレレレンンンンンンンレンントトトふふふトふふふトふふふれれふれれふれれれああれれああれれああいいいあいあいいいい交いい交いい交交流流交流交流流流会流会流会会「「「会「会「「「東東東京京東東東東東京京京デデデ京京京京デデデデディィィデデデデデデディィィィズズズィズズズィィズズズズズズニニニズニニニズズニニニニーーニニニーーニーーラララララララランンンンンンンランンドドド」」」ドドドドドド」」」」」」」」シシシシシシシシシンンンシシシンンシシシンンンンングググンングググンンングググググルルルググルルグルルルルルペペペルルルペペペルルルペペペペペペアアペペアアペペアアアレレレレアレレレレレレンンンンンンンレンンントトトふふふトトふトトトふふふふふふれれれふふふれれれふふふれれれれれれあああれれれあああれれれああああああいいいあああいいああいいいいいい交交交いいい交交交いい交交交交交流流流交交交流流交流流流流会会会流流会会会流会会会会会会「「「会会会「「会会会「「東東東京京京東東東東東東東京京京京デデデ京京京京京京京デデデデディィィデデデデデデディィィズズズィィィズズズズズズズズズニニニズズズニニズニニニニーニニーニニーラララララララララランンンンンンンランンンドドド」」」ドドドドドド」」」」」」」」」シングルペアレントふれあい交流会「東京ディズニーランド」シングルペアレントふれあい交流会「東京ディズニーランド」
日　　時　9月6日（金）～8日（日）　※行き帰りともに夜行バス
行　　程　東員町（6日22：00）～ 東京ディズニーランド（7日開園～閉園フリータイム）～
　　　　　東員町（8日6：00頃）
対　　象　町内在住の母子・父子家庭の方
　　　　　※ただし、前年度（H25.3.22～24）に参加されていない方を優先します
参 加 費　大人7,000円　中高生6,000円　小人5,000円　※3歳以下は無料
　　　　　※飲食・お土産代などバス車内および園内での行動に要する経費は別途各自負担となります
定　　員　40名程度
申　　込　7月22日（月）～8月19日（月）の間にお申し込ください。（先着順・優先あり）
　　　　　電話は仮受付です。参加費を窓口で納入後、申込完了となります。
　　　　　申込時は、氏名・住所・電話・参加費の種別をお知らせください。
注　　意　申込後のキャンセルは、出発日の2週間前まで無料。（以後はキャンセル料が発生）
　　　　　バス座席は指定できません。必要に応じて他の申込者と相席になる場合もあります。
問い合わせ先　東員町母子寡婦福祉会（東員町ふれあいセンター内　TEL76-1560）

東員町障がい児者親の会「サマレク」東東東東東東東東員員東東員員町町員員町町町障町町障障がが障障ががががいいいがががががががいい児児い児児児児者者児児児者者者者親者者者者親親の親親親のの会会ののの会会会会会会会「「「サササ「サ「「「ササササササマママサマサササマママレレマレレレレレクククレクククククククク」」」クク」」ククク」」東東東東東東東東東東員員員東東東員員員員町町町員員町町町障障障町町町障障障ががが障障障ががががいいががががががいいいい児児児いいいいいい児児児児者者者児児児児児者者者者親親親者者者者者親親親親ののの親親親親親のののの会会会のののののののの会会会会会会会会会会会「「「サササ「「サササ「「「サササササマママササマママサマママレレレママレレレマレレレレクククレレレクククレレレククククク」」」ククク」」ク」」」東員町障がい児者親の会「サマレク」東員町障がい児者親の会「サマレク」
対　　象　町内にお住まいの障がいを抱えるお子さんとその保護者（御兄弟もご一緒にどうぞ）
日　　時　8月21日（水）13：30～15：30
場　　所　東員町保健福祉センター 1階 ホール
内　　容　いなべ市レクリエーション協会の方を講師に迎え、新聞紙などを使った安全で楽しい遊びを

行います。
参 加 費　無料
参加申込　お子さんの学校（幼・保育園名）、年齢、お名前、参加人数を下記へお知らせください。
問い合わせ先　東員町障がい児者親の会（稲垣）　電話090-6595-2844

心配ごと相談・無料弁護士相談心心心心心心心心心心心配配心心心心配配ごご配配ごごごごとととごごごごごごとととととと相相相ととと相相と相相談相談相談談談談・・・無無・・無無・・無無無料無料無料料料弁弁弁料料料弁弁弁護護弁弁弁護護士士士護護士士士士相相相士士相相談相相談談談談談心心心心心心配配心心配配ごごご配配ごごごとととごごごととと相相相とと相相相相相談談談相相談談談談談談 無無無無無無無無料料料無無無料料料料料料弁弁料料弁弁弁護護護弁弁護護士士護護士士士相相相士士相相談談談相相談談談談談談心配ごと相談・無料弁護士相談心配ごと相談・無料弁護士相談
　無料弁護士相談は1日5組の予約制となっておりますので、ご希望の方は、下記まで電話連絡をお願
いします。相談の際は、関係書類などをお持ちいただくと、スムーズに相談に応じることができます。
★東員町ふれあいセンター（無料弁護士相談・一般相談）……… 9：30～11：30
　8月5日（月）　9月5日（木）　10月7日（月）
★笹尾コミュニティーセンター（無料弁護士相談・一般相談）… 9：30～11：30
　7月21日（日）　8月18日（日）　9月15日（日）
受付先・問い合わせ先　東員町社会福祉協議会（TEL76-1560　FAX76-1559）
　　　　　　　　　　　Eメール　fukushi@toinshakyo.or.jp

対 象 者　ひとり親家庭の児童・生徒で、小学校から高等学校に在学する方
助 成 額　1人あたり 年20,000円
提出書類　「ひとり親家庭等教育助成金交付申請書」と「委任状」
提出期限　平成25年8月19日（月）〔提出期限後の受付不可〕
提 出 先　社会福祉協議会（担当：水谷）

『ひとり親家庭』対象 『教育費の助成』を行います
対対対 象対 象対 象象象 者者者 ひひひひとりとりひと 親家親家親家家庭の庭の家庭の児童児童児童童 生童童 生生徒で生徒生徒で 小で 小小学校小学小学校校か校か校から高ら高ら高高等学等学高等学学校に校に学校にに在学在学に在学学する学す学する方る方方
『『『『ひひひ『ひ『『ひひひひひひととひひとひひひとととととりりりりとりりりり親親親親親りり親親親家家家親家家庭庭家庭庭』』』対対対庭』対対対対象象対対対象象 象象象『『教教教『『『『教教教教育育教教教教育育育育育育育育費費費費費費のののののの助助助助助成成成成成』』』ををを』』』ををを成』ををををを行行行を行行行を行行行行行いいい行行行行いいままいいままままますすすますすますすすすすすすすすすす『『『『『ひひひ『『ひひ『『ひひひひひとととひひひととひとととととりりりりりりとりりりり親親親親親親親親り親親親家家家家家家家家親家家家家庭庭庭庭庭家庭庭庭庭』』』対対対庭』』』対対対対対象象象対対対対対象象象象象象象象象象『『教教教『『『『教教教教教育育育教教教教教教育育育育育育育育育育育費費費費費費費費ののののののののの助助助助助助助成成成成成成成成成成成』』』ををを』』ををを成』』』ををををを行行行をを行行行を行行行いいい行行行いいいいまままいいまままいいいまままますすすまますすすますすすすすすす『ひとり親家庭』対象 『教育費の助成』を行います『ひとり親家庭』対象 『教育費の助成』を行います

おお知知知知ららせせ


