
発行日／令和３年10月１日

TEL  0885-42-4652
FAX  0885-44-2421
IP  050-3438-8457

第144号社協だより
勝浦町久国　勝浦町社会福祉協議会

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

◆ごあいさつ………………………………………………………………………………  Ｐ２
◆令和３年度予算および令和２年度決算報告………………………………………… Ｐ３
◆WithコロナDE地域福祉事業を実施しています ……………………………………  Ｐ４
◆老人クラブ連合会・お弁当配布事業…………………………………………………  Ｐ５
◆ご利用下さい買い物バス【福ちゃん号】……………………………………………  Ｐ６
◆ひとりで悩まずご相談ください～……………………………………………………  Ｐ７
◆ほのぼのインタビュー・ほのぼのペット……………………………………………  Ｐ８



社協だより　第144号

2

　日ごろは当会の事業に格別のご理解 ･ ご協力を賜り、御礼申し上げます。昨年からの新型コ
ロナウイルスの感染拡大が収まらず、不安や負担が増大したことと存じます。当会では、コロ
ナ禍により安定した収入が得られない方への緊急小口資金特例貸付や生活支援資金の貸付申請
をはじめ生活相談や団体支援活動など継続して実施することが出来ました。これも関係機関の
方々のご指導、住民の皆さまのご協力のおかげと深く感謝申し上げます。
　当会では、「誰もが安心して、住み慣れた町で暮らすことができる福祉のまちづくり」をス
ローガンに福祉の推進に取り組んでおります。高齢・障がい・子ども・困窮世帯など住民の抱
える課題解決のため、役職員一同、全力で取り組んでまいりますので、ご支援 ･ ご協力をよろ
しくお願い申し上げます。

　6 月 8 日、令和 3 年度定時評議員会にて理事 ･ 監事の選任が行われ、同日、新役員
による理事会において会長・副会長が再任されました。

ごあいさつ
勝浦町社会福祉協議会　会長　速水克彦

「買い物バス」をはじめとした地域
住民の生活に寄り添う活動が認めら
れ、令和２年度全国社会福祉協議会
会長表彰を受賞しました。

理事・監事
任期：令和３年６月８日～令和５年６月
　　　定時評議員会終了時まで
番号 役職名 氏　名 地区

1 会　長 速水　克彦 横　瀬
2 副会長 久積　　貢 徳島市
3 副会長 大西　直美 石　原
4 理　事 秋成ふみよ 久　国
5 理　事 三好　君代 久　国
6 理　事 山本　達夫 生　名
7 理　事 森　　道泰 坂　本
8 理　事 木原　　毅 棚　野
9 理　事 柴田　　猛 中　角
10 理　事 大西　　茂 横　瀬
11 理　事 中村　善弘 与川内
12 理　事 高橋　嗣男 与川内
13 理　事 山村　　治 今　山
14 理　事 生家　道雄 与川内
15 監　事 稲井　　稔 横　瀬
16 監　事 岸　　敏子 阿南市

評議員
任期：令和３年６月８日～令和７年６月
　　　定時評議員会終了時まで　
番号 氏　名 地区 番号 氏　名 地区

1 若木　一夫 沼　江 11 中根美弥子 生　名
2 葉田　良子 黒　岩 12 美馬　富美 横　瀬
3 鈴木　倫子 中　角 13 岡本　亘二 久　国
4 野上　公男 生　名 14 貞岡八重子 星　谷
5 加々美清美 生　名 15 片山　佳子 中　山
6 島　　博子 棚　野 16 北島　　隆 棚　野
7 堀　　弘明 中　山 17 玉置　　守 星　谷
8 鶴居　道子 横　瀬 18 阿部　　惠 与川内
9 森　てる子 与川内 19 大久保十祈子 徳島市
10 大谷　勝子 坂　本 20 光井　雅己 掛　谷
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法人運営会計 39,481,225 小規模作業所運営事業会計 7,819,957
福祉バス運営事業会計 468,353 住民福祉センター管理受託事業会計 3,493,016
善意銀行預託事業会計 25,272 子育て支援センター管理受託事業会計 2,241,000
日常生活自立支援事業会計 242,250 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 3,050,000 福祉基金会計 0
福祉企画活動事業会計 6,129,460 葬祭事業会計 0

合　　　計 66,107,940

●令和２年度　サービス区分別支出額●　（単位：円）

●令和３年度　予算（法人全体）●　（単位：円）

経常経費補助金収入
19,368,000

寄付金収入　320,000

会費収入　2,225,000

その他の事業収入
69,000

事業収入　1,300,000

負担金収入
10,000

共同募金配分金収入
2,148,900

収入合計
42,188,900

受託金収入　13,759,000

人件費支出
25,940,000

事務費支出　4,515,000

支出合計
42,188,900

事業費支出
8,317,000

共同募金配分金
事業費
2,148,900

助成金支出
208,000

サービス区分間
繰入金支出
130,000

退職給付引当資産支出
580,000

貸付金支出　200,000
積立資産支出　150,000

サービス区分間繰入金収入
130,000
受取利息配当金収入
7,000

その他の活動による収入
2,802,000

雑収入　50,000

●令和２年度　決算（法人全体）●　（単位：円）

経常経費補助金収入
23,578,856

寄付金収入　280,000

会費収入　1,440,020

前期末支払資金残高
39,938

退職引当資産取崩収入
13,081,620

その他の収入
6,545,250

収入合計
66,107,940

事業収入
1,839,186

貸付償還金収入　
0

その他の事業収入
82,500

受取利息配当金収入
7,453

雑収入　577,280

受託金収入　19,213,117

人件費支出
48,225,158

支出合計
66,107,940

共同募金
配分金事業費
2,345,042

事業費支出
6,571,822

助成金支出
149,000

退職給付引当資産支出
410,160

事務費支出　7,087,778

固定資産取得支出
1,318,980
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With コロナ
DE

地域福祉事業を実施しています。
身体障害者会 更生保護女性会

ひまわり会

　役員会の後、久しぶりにフライ
ングディスクで体を動かしました。
　次回はボッチャをします。

　コロナ感染状況の合間を見て研修を実施しまし
た。バス車内で活動実践の DVD を視聴し、久し
ぶりに会員間の交流も図れました。

感染対策をしっかり行いながら平等寺に出かけました。
「早くコロナが終わりますように・・・。」疫病退散 !!

手をつなぐ育成会
　障がいのある方とそのご家族が手をつなぎ未来の暮
らしの安心をサポートします。

お ゃ りし べ 会
今年から「こどものひろば」で実施しています。
子育てに不安のあるお母さん、ぜひご参加ください。
奇数月の第２土曜日　10時から 12時まで
次回予定　11月 13日㈯ 10時から
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♪ 外に出る楽しみができます。
♪ 人と会話したり体を動かして健康になれます。
♪ 日常的な支え愛や見守り活動ができます。

サロン活動にはこんな効果が！

〈実施日〉
令和２年２月 25 日
令和３年４月 21 日

　社協では年２回、一人暮らしの高齢者を招いて、
昼食会を実施していましたが、コロナの影響で、
困難となりました。代替えの事業として、昼食を
お届けすることとなり、町内の仕出し屋さんのお
弁当に小学生のメッセージなどを添えました。当
日は民生委員さんや小松島西高校勝浦校の生徒さ
んにもご協力いただきました。コロナ禍で人と交
流できなかった期間が長かったため、安否確認を
兼ねての訪問でしたが玄関先では近況報告や会話
も弾み、大変喜んでいただきました。

お 配 業当 事弁 布

老 ク 連ブ 会人 ラ 合

コロナ禍の運動不足解消にサロ
ンで体操

1.2.3

毎日笑顔で
イキイキ過ごしましょう。
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福祉移送事
業

買い物バス

　【福ちゃん
号】

買い物に行く手段のない方、買い物しても荷物を持って歩けない方など、どなたでも利
用することができます。ご利用には登録が必要です。社協までお申込ください。

毎週２回運行（9：00 発～ 12：00）
坂本方面から出発（火曜日）／沼江方面から出発（木曜日）

利用料 無料 !

　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。

・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）
また、蒸しパン等の販売やレクレーション活動も行っています。

　皆さんのご家庭で余っ
ている食品をご寄付いた
だき、不安を抱えて生活
している方々へ無償で提
供する活動です。
　ご協力をお願いいたし
ます。

ご家庭で余っている食品をご提供下さい
●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）

　５月下旬、株式会社大塚製
薬工場さまから徳島県社会福
祉協議会を通じて無償で提供
いただきました。
　当会では熱中症の予防のた
め、高齢者やサルビア作業所、
町内の学童保育の児童にお届
けいたしました。

サルビア作業所

「もったいない」から
「ありがとう」へ

経口補水液
OS−1

主な作業

フードバンク事業
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　あなたの暮らしの安心をお手伝いする事業です。
　認知症、高齢者、知的障がい者、精神障がい者などの判断能力が十分でない方で福祉サービ
スの利用についてご自分の判断だけで行うのが不安な方に、福祉サービス利用援助や日常的な
金銭管理、書類の預かりなど地域において自立した生活が送れるよう支援します。

日常生活自立支援事業

　生活の不安や悩みをご相談ください。
　仕事がなかなか見つからない。多額の借金がある。経済的に苦しい。
様々な理由で不安を抱えていることについて、解決に向けて支援をします。
　お気軽にご相談ください。

くらしサポートセンター勝浦

　低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯に対して資金の貸し付けと相談支援を行うことによ
り、経済的自立及び在宅福祉・社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすること
を目的とした事業です。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的に収入が減少した世帯が対象となる
特例貸付の申請手続も行っています。

生活福祉資金貸付事業

～ひとりで悩まずご相談ください～

心配ごと相談員
行 政 相 談 員 高橋　嗣男
人 権 擁 護 委 員 内谷　信喜

〃 前田　泰子
〃 大西　博己
〃 長尾　隆資

民生委員（現職） 野上　公男
民生委員（ＯＢ） 山口和紀宣

〃 花房　恒夫
〃 坂田ヒナ子

社 協 会 長 速水　克彦

　日常生活の心配ごとや困りごとを相談員
がお受けします。
　相談は無料で、秘密は守られます。
　解決の糸口としてご利用ください。

心配ごと相談事業

住民福祉センター１階研修室
金曜日　13 時～ 16 時 30 分

場　所
日　時
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名前：なな

性別：女の子

年齢：１歳５ヶ月

種類：ミックス

チャームポイント：タヌキのような大きな尻尾

元保護猫。毛並みはもふもふの甘えんぼさんです。

健康の秘訣は？Ｑ3

　好きなことを自分のペースで無理なくするこ
と。
　病気もほとんどせず元気に過ごしてきた。
　オレンジ荘や清流苑のボランティアも20年続
けることができた。
　畑にも毎日出かけ、作った野菜はご近所にもお
すそ分けしている。
　なるべく人と会話するように心がけている。

毎日どないしよん？Ｑ4

　今日のことを忘れないように日記をつけてい
る。
　新聞やニュースを見て、わからないことは
Googleで検索している。子や孫、ひ孫とLINEを
したり、送られてくる写真を楽しみにしている。

今思うことは？Ｑ5

　いっしょにボランティアをした仲間や、友達も
亡くなり寂しいけど、くよくよしない性格なので、
今が一番幸せ。
　毎日することがあるのはありがたい。
　年寄りには「あれ、いかん。これいかん。」っ
て言うたらあかんよ！

ご家族は？Ｑ1

　現在お嫁さんと２人暮らし。県内、県外に子供
３人・孫８人・ひ孫１6 人がいる。

若いころは？Ｑ2

　徳島女子職業学校（現在の徳島文理大学の前身）
で寄宿生として学び 26 歳で結婚するまで生比奈
小学校や勝浦園芸高校で教員をしていた。今でも、
その時の生徒たちと交流がある。

インタビュー
ほのぼの

【勝浦町星谷】

山川 ツユさん
大正14年２月18日生まれ　

（96歳）

（取材後記）　スマホを見事に使いこなす 96 歳。
　　　　　　空襲や、ジェーン台風、勝浦の昔の出来事を昨日のことのようにしっかり話されました。
　　　　　　いつまでもお元気でいてください。

令和３年度　賛助会費
700円×1440世帯　　　　合計　１,008,000円

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。
ご協力ありがとうございました。

お知らせ

http://www.kkcatv.jp/~katushakyo/
katushakyo@kkcatv.jpご意見・ご感想などもお寄せください。

ホームページ

Eメール


