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坂本キワダ地区からの稼勢山
（通称：お雛山）

（写真協力：入田　定さん）

モニュメント越しに山を見ると…
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　セブンイレブン ･ ジャパン
から、新型コロナウイルス感
染症に伴って臨時休校や外出
の自粛が続く子どもたちを支
援するため、県社会福祉協議
会に菓子やさんまの缶詰、カ
ップラーメンなどが寄贈され、
当会にも配分されました。
　また、㈱大塚製薬からも経
口補水液オーエスワンが届け
られ、寄贈品は町内の学童ク
ラブや福祉施設、支援を必要
とする方々にお届けしました。

　政府支給の布マスク（未開封のもの）
が不要な方、自作マスク（未使用のもの）
の寄付をお願いしています。集まったマ
スクは、福祉施設や医療機関など必要と
される方に贈ります。

【回収箱設置場所】
勝浦町社会福祉協議会
勝浦町役場
勝浦町住民福祉センター
阿波銀行勝浦支店
徳島大正銀行勝浦支店
ＪＡ東とくしま勝浦支所
道の駅ひなの里かつうら

【７月15日現在】
政府支給の布マスク　23組
その他手作りマスク　36枚　　　

職員で回収箱を手作りしました

マスク回収箱を作成・設置

ご協力ありがとうございます
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一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
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法人運営会計 21,532,615 小規模作業所運営事業会計 7,441,784
福祉バス運営事業会計 1,235,373 住民福祉センター管理受託事業会計 3,461,766
善意銀行預託事業会計 155,224 子育て支援センター管理受託事業会計 2,261,750
日常生活自立支援事業会計 248,750 婦人の家管理受託事業会計 3,157,407
生活困窮者自立支援事業会計 600,000 福祉基金会計 597,188
福祉企画活動事業会計 5,778,779 葬祭事業会計 2,318,668

合　　　計 48,789,304

●平成31年度決算　会計区分別支出額●　（単位：円）

●令和２年度　予算（法人全体）●　（単位：円）

経常経費補助金収入
21,058,000

寄付金収入　320,000

会費収入　2,400,000

その他の事業収入 
89,000

事業収入 
1,335,000

負担金収入
20,000

共同募金配分金収入
2,167,300

収入合計
47,894,300

受託金収入　16,762,000

人件費支出
29,324,000

事務費支出　5,570,000

支出合計
47,894,300

事業費支出
8,363,000

共同募金配分金
事業費
2,167,300

助成金支出
208,000

サービス区分間
繰入金支出
170,000

事業区分間繰入金支出
1,232,000

退職給付引当資産支出
510,000

貸付金支出　200,000
積立資産支出　150,000

固定資産取得支出
0

受取利息配当金収入
7,000

事業区分間
繰入金収入
1,232,000

サービス区分間繰入金収入
170,000

その他の活動による収入
2,306,000

雑収入　28,000

●平成31年度　決算（法人全体）●　（単位：円）

経常経費補助金収入
22,904,101

寄付金収入　231,237

会費収入　2,207,823

積立資産取崩収入
2,780,856

サービス区分間繰入金収入
663,530

事業区分間繰入金収入
2,310,668

収入合計
49,563,859

事業収入　
1,480,407

貸付償還金収入　
0

その他の事業収入　
77,425

受取利息配当金収入
8,013

雑収入　577,280

負担金収入　
10,000

受託金収入　16,312,519

人件費支出
27,851,812

支出合計
49,563,859

共同募金配分金
事業費
2,239,556

事業費支出
7,838,907 事務費支出　5,399,135

助成金支出
302,000

退職給付引当
資産支出
858,260

サービス区分間
繰入金支出
166,342

当期収支差額（次年度繰越）
774,555

固定資産取得支出
1,722,624

事業区分間
繰入金支出
2,310,668

その他の支出
100,000
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ご利用下さ
い

買い物バス【福ち
ゃん号】

交通手段がなく買い物等に不自由をされている方なら、
年齢を問わず誰でも利用することが出来ます。

運 行 日　火曜日（旧横瀬 ･ 坂本地区の方が対象）
　　　　　木曜日（旧生比奈地区の方が対象）
利用時間　午前９時～午後12時
乗車人数　１便につき６名まで（３密予防のため）

② 登録【職員が自宅に伺います】

④ 当日、自宅にお迎え

自宅まで送り

① 利用申込・問合せ

③ 利用前日までに電話

車内で友達づくり

※ご利用には登録が必要です。社協までお申込ください。

社会福祉協議会

☎42-4652

買い物　
金融機関
役場、等

利用料 無料 !

希望者

利用者
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「おしゃべり会」に参加しませんか？

　障がいのため一日を家の中で過ごしていた方が、外に出て、話し、集える場所として、
平成15年10月に開所されました。場所は勝浦町三溪です。
　簡単な作業をして作業賃金も支払われています。

サルビア作業所だより

主な作業
・下着のゴム通し
・生花の組み立て
・造花作り
・役所や企業からの依頼による簡易な作業

（宛名シール貼り・パンフレット組立・
椎茸の収穫など）

　おしゃべり会は２ヶ月に１度、偶数月に住民福祉センターで開催しています。
　子どもの成長や発達が気になるお母さん、ひとりで悩まず一緒にお話ししま
せんか？ほんの少しですが息抜きになります。また、年に１回は支援施設等の
見学も実施しています。ぜひ、お子様とご一緒に遊びに来てください。
　詳細は下記にお問い合わせください。

＊遠足やバーベキュー大会、料理教室、健康相談も実施しています。
＊仕事に就きたいけれど自信が無い ･･･、体調が心配 ･･･ など、就業に不安がある方も

体験できますので、お気軽にお問い合わせください。

勝浦町手をつなぐ育成会
（事務局　勝浦町社会福祉協議会）
電話42−4652

サルビア作業所　電話　42−2152　　IP 050−3438−8457

販売しているもの
・むしパン
・ポップコーン
・手芸品等

また、菓子等の販売を通じて社会参加
活動を行っています。

８月８日㈯　14:00〜とき
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ボランティア募集中

●お米　　　●麺類   　
●インスタント食品　 
●レトルト食品　　
●缶詰 ･ 瓶詰 
●乾物（のり、豆など）　
●ギフト品　　●お菓子
●飲料（ジュース ･ お茶）
●農作物（事前にご相談ください）

ご家庭で余っている食品をご提供ください

　「フードバンク」とは直訳すると「食料銀行」です。品質に問題がなく
包装が破損しただけの食料品や賞味（消費）期限が近づき販売できない食
品・食材を企業や小売店、個人から寄贈してもらい必要とされている方に
無償で届けるボランティア活動です。

誰もが生きがいを持ち、高齢者等が安心して暮らせるよう、
お手伝いいただくボランティアを募集しています。
月に１回、ほんの少しお時間を分けていただけませんか？

配食活動…月～金　午前10時30分から１時間程度
施設で作ったお弁当を高齢者に配達します

デイサービス手伝い…月～金　午前９時～午後４時位まで
利用者の話し相手・入浴等の介助・昼食の配膳など

その他…既存の制度の利用が出来ない方の送迎、電球の交換など

① 切手の周りを５㎜～１㎝残し、封筒ごと切り取る。
② 社協や郵便局、町内の店舗に設置した回収箱に入れる。
③ 収集団体に送る。（海外での医療活動に役立てられています）

フードロスをなくそう！

詳細・お問い合わせは　
勝浦町ボランティアセンター（勝浦町社協）電話 42− 4652まで

社協では「フードバンクとくしま」の活動に協力しています

使用済み切手も回収しています
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若いときは？Ｑ4

　支那の軍隊で２年、戦後県の農業改良普及員と
してみかん栽培の指導を行ったが、昭和56年２
月の冷害で４割のみかんの木が枯れてしまった。
昭和57年に退職し、その後営農指導員として農
業経営の指導やみかんの再生に携わった。

好きなことは？Ｑ5

　昔は宴会と旅行が大好きだった。今はお酒も弱
くなったし、海外にも友だちとよく行ったけど…
もう卒業じゃ。皆も若いうちに行っときなよ。

今はどないしよん？Ｑ６

　釣りが大好き。夏は鮎やな。１回に10～12匹
ぐらい捕る。春と秋には磯釣りにも行く。他には
日本舞踊を老人会等で披露したり、家庭菜園で
作った野菜を知り合いに配ったりしている。
　ここで１句　「菜園は　作る楽しみ　配る幸」

これからの人生で思うことは？Ｑ７

　自分のことは自分でする。人に迷惑をかけない。
　妻よりも自分が先に逝くこと。良い家族に恵ま
れて幸せじゃ。
　ぼちぼち終活にもとりかかりたい。

ご家族は？Ｑ1

　妻と息子夫婦の４人暮らし。（孫夫婦とひ孫３
人は別居）

ずーっと勝浦で？Ｑ2

　勝浦生まれ、勝浦育ちのはえぬけ
4 4 4 4

じゃ。

健康の秘訣は？Ｑ3

　毎日夕食後に30分歩くこと。雨も風の日も休
まず歩いている。俳句や川柳のお題も見つかる
し、いつも気持ちがワクワクすることに挑戦した
い、と思っている。とにかく、体をほどほどに動
かすことじゃな。

インタビュー
ほのぼの

【勝浦町三溪】

前田 好次さん
（愛称　よっちゃん）

大正14年11月６日生まれ　
（94歳）

座右の銘「一生燃焼」

（取材後記）
　大好きな「釣り」いつまでも続けてくださいね。

お知らせ

事務局　新職員紹介
令和２年４月１日から勤務しています。
住民の皆さまに寄り添える職員を目指します。よろしくお願いします。

津　路　美　穂　　地域福祉・自立相談支援担当
八百原　優　香　　地域福祉・ボランティア担当
尾　山　規　代　　相談支援員

令和２年度社協賛助会費にご協力ありがとうございました

ご協力　1,468世帯　　集金額　1,026,200円

　区会役員様および婦人会役員様には、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、
地域での集金にご足労いただき感謝いたします。集まりました会費は地域福祉活動
の財源として大切に使わせていただきます。


