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おしゃべりに花を咲かせておられるのは、い
ずれもボランティアとして地域のために活躍
されている皆さん。社会福祉協議会は、そん
なボランティアさん同士の交流の場を目指し

ボ ラ ン ティアを 楽 しも う

楽しそうにレクリエーション器具の体験や

2017. 5. 23

てボランティアカフェを企画しました。

今 回 の 内 容
2

平成 29 年度事業計画と予算をお知らせします

3

生活支援コーディネーターがみなさんの集落に出向い
ています！

4

ボランティアカフェが始まりました

ボランティアカフェの紹介は裏表紙へ

この広報紙は、発行費の一部に「共同募金の配分金」を受けて発行しています。
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地域福祉係

担当者から一言
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頃の地域との積極的な
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民自ら考案した活動が

敬子
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づくり︑仲間づくりを応
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地域福祉に貢
献できるよう努
めます︒一人ひ
とりの自分らし
い生活を送って
いただくため安
心・安全な介護を提供いたし
ます︒
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介護保険制度の見直しが進
められる中︑地域で暮らす高
齢 者 を 支 え る 担 い 手 と し て︑
きめ細かに利用者ニーズを把
握し︑社会福祉協議会が介護
保険サービスを提供する意
義・目的をより明確にした事
業を展開する︒
また︑独立採算による適切
な収支バランスを見極め︑介
護保険事業所としての適正な
経営が図れるよう︑より一層
充実した介護サービスが提供
できるよう職員の介護力向上
に努める︒

泉

松田
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平成 年に策定した﹁地域福祉活動計画﹂の推進に自ら

ていく今︑本会は従来の姿勢や活動を厳しく問い直し︑

超高齢社会に向かって新しい福祉の道を模索・構築し

解決に取り組むことを使命にしております︒

様々な福祉問題を︑みんなで考え︑話し合い︑協力して

団体であり︑住民主体の考えのもと︑地域が抱えている

社会福祉協議会は︑地域福祉の推進を目的とする民間

いくことが大切になってまいります︒

高める取り組みを実践し︑住民同士の支え合いを育んで

スの充実とともに︑地域住民の福祉活動に対する関心を

いくことが地域福祉の出発点であり︑公的な福祉サービ

地域で安心して暮らすことができる地域社会を構築して

このような状況の中︑みんなの願いである住み慣れた

複雑・多様な福祉課題として顕在化してきております︒

を背景にして︑孤立︑貧困︑虐待などの問題が深刻化し︑

口減少型社会が進行する中︑地域社会や家庭環境の変化

さて︑近年︑社会福祉をめぐる状況は︑少子高齢・人

から感謝を申し上げます︒

動に対しまして︑温かいご支援とご協力をいただき︑心

町民の皆様方には︑日頃より︑本会の事業並びに諸活

会長

社会福祉法人
宝達志水町社会福祉協議会

新年度のごあいさつ
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平
地域福祉の推進を目指し︑平成 年度事業
計画と予算に基づいて活動しています︒ここ
で は︑ 事 業 計 画 の 中 で も 重 点 目 標 に 注 目 し︑
それぞれの担当者のコメントと共に紹介しま
す︒また︑予算の概要として︑収入と支出の
大きな項目ごとの金額をお知らせします︒

平成 年度事業計画から該当部分を抜粋︶︒

え︑次の４つの重点目標を設定しました︵以下︑

人制度への対応も重要となります︒以上を踏ま

ることから︑最近大幅に変更された社会福祉法

事業者でもあります︒また︑社会福祉法人であ

であり︑老人デイサービス等の介護保険事業の

ると同時に︑保育所等の町立施設の指定管理者

本会は地域福祉の推進を使命とする団体であ

事業計画の重 点 目 標
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るように
継続的に実施されるよ
皆さんと
う仕組みづくりを支援
一緒に考え︑活動してい
し︑共に支え合える地 きますので︑見かけたら︑
域づくりを柔軟に押し 気軽に声をかけてくださ
い︒
進める︒

ごあいさつといたします︒

ます︒
皆様方のご支援とご協力をお願い申し上げまして︑

う︑本年度も役職員一同︑さらに精励する所存でござい

最後に︑町民の皆様から一層の信頼をいただきますよ

の存在感をかけて全力を注ぐ方針であります︒
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改正社会福祉法に対応した組織体制の強化

担当者から一言

事務局次長 下次

勇

法律の変更が大幅かつ多岐
に渡りますが︑しっかりと対
応していきたいと思います︒

に対して約１割前後で続いています︒予算規
模に重点を置いて本会の事業構成を概観する
と︑保育所事業と介護保険事業が２大事業と

福祉協議会の重要な使命である地域福祉の推

ただ︑地域福祉活動計画の推進など︑社会

町から委託を受けた﹁生活支援コーディネーター﹂２名が︑４月

から各集落のサロンや各種団体︑ボランティアなどの集まりに出向

いて︑地域の高齢者の生活についてお話を伺っています︒

今後︑聞き取った内容を整理し︑地域包括支援センターと共に︑

集える居場所づくりやボランティア育成︑多様なサービスづくりを

その① 高齢者の生活を支えるサービスや
取 り 組 み︑ 利 用 さ れ て い る 商 店︑
医療機関︑住民活動の把握
その② 生活支援の担い手の養成やサービ
スづくり
その③ 関係者間のネットワークづくり
その④ ニーズとサービスの結び付け など

﹁生活支援コーディネーター﹂の役割

目指していきます︒

生活支援コーディネーターが
みなさんの集落に出向いています！

に努めるとともに︑経営の透明性の確保︑計
算書類の公表等を進め開かれた事業・組織・
財政の運営を図る︒

予算の概要
予算総額は四億五千百十七万円となりまし
た︒
支出では︑約７割を保育所事業が占めてい
ター︑保育士や調理員など総勢 名︵町から

進に係る事業は多額の予算が伴う性質のもの

言える で し ょ う ︒

本会に派遣されている保育士 名を含む︶の

ではないことが多いため︑以上の数字は予算

ます︒５つの保育所︑２つの子育て支援セン

職員を擁する保育所事業は︑指定管理ではあ

という切り口から見た︑社会福祉協議会の側
面の一つであるとご理解いただければ幸いで

よろしくお願いします。

２８−５５２０
２９−４２１５
２８−８１１０

今江
東野

押水地区 町社会福祉協議会
お問い合わせ先 志雄地区 東野社会福祉士事務所
町地域包括支援センター

りますが︑社会福祉協議会にとって非常に比
その次は︑事務局を運営するための法人運

重の大きな事業となっています︒

3

す︒

みなさんの集落のこと、聞かせてください！
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営事業と︑老人デイサービス事業が支出総額

地域包括支援センター
寺本さん

生活支援コーディネーター
今江さん（押水地区担当）
地域包括支援センター
高木さん
生活支援コーディネーター
東野さん（志雄地区担当）

（単位：千円）

支出の部 ――――

（単位：千円）

収入の部 ――――

日︑町民センターアステラスの

参加者アンケートでも好評をいただきました !

本日の交流会はいかがでしたか

ふつう
5.9％

参加者の声
車いすの方やイスに座ったままでもできるレクリ
エーション器具が多くて良かった。

ボランティアセンター

土上 ひろみ

初めての企画で自由参加だったので何人来
て下さるか心配でしたが、当日はたくさんの
方に参加していただけ、町民の皆さんのボラ
ンティアに対する熱意を実感いたしました。
今後も一緒に「ボランティアカフェ」を盛
り上げていきましょう。

初めてお会いする方と交流できて、とても楽し
かった。
レクリエーション器具の体験は楽しかったし、他
のボランティアさんとの交流はとても勉強になり
ました。

社会福祉協議会ボランティアセンター主催
ボランティアカフェが始まりました

去る４月

小ホールにて︑本会ボランティアセンター主

催の第１回ボランティアカフェを開催しまし

た︒
既にボランティア活動をされている方や︑

ボランティア活動に興味がある方の交流の場

になることを目指した企画です︒ボランティ

アセンターとして初めての試みでしたが︑途
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良かった 94.1％

↑机の上でボールを転がす卓球です

者から一 言

中参加を含めると総勢 名の方が参加してく

↑ボールもピンも軽いのでお手軽です

ださいました︒当日は︑参加者の自己紹介か

テーブル卓球

ら始まり︑本会から貸出が可能なレクリエー

ボーリング

↑ボールを投げてビンゴを狙います
↑

ション器具の体験︑お茶を飲みながらの交流

↑座ったままでもできるバレーです
す

29

などを楽しんでいただきました︒次回は６月

バスケットボール

日に開催予定です︒ボランティア経験の有

風船バレー

↑ボールが的にくっつきます
↑

無に関わらず︑
どなたでも参加できますので︑

ストラックアウト

↑高得点の棒を目指して輪を投げます
す

担当

貸出できます！主なレクリエーション器具

輪投げ

お気軽にご参加ください！

カフェ中の様子は表紙へ

自分も地域でボランティアをしていますが、今日
のカフェで得られた体験や知識を地元の活動に活
かしていきたいです。
レクリエーション器具がとても楽しかった。ぜひ
借りて、
自分の地域でも活用したいと思いました。

次回は6月29日、オムライスづくりで開催予定です

急募 臨時職員を募集します
社会福祉法人宝達志水町社会福祉協議会では、下記の
とおり平成29年７月１日採用予定の臨時職員を募集し
ます。

赤い羽根共同募金
押水第一小学校の皆さん
ご協力ありがとうございました！

●職種、人員、応募資格等

職種

採用人員

資格など

介護職員

若干名

昭和27年4月2日以降に生まれた人

（1）
受験申込書
（社会福祉協議会事務局にあります。本会ホー
ムページからダウンロードもできます。
）
（2）
資格証明書
（介護福祉士等資格を有する場合）
●申込受付期間
平成29年６月５日
（月）〜６月19日（月）
●選考方法 面接試験と作文
試験日時（６月中を予定しています。）や場所などは、後日
申込者にお知らせします。
お問い合わせ
社会福祉法人宝達志水町社会福祉協議会 担当 下次（しもつぐ）

TEL 0767-28-5520

発行・編集／社会福祉法人

宝達志水町社会福祉協議会

代表委員の皆さん「去年の 12 月に、4 〜 6 年生の生徒 10
人が、玄関で１週間募金活動をしました。」

〒929‑1311 石川県羽咋郡宝達志水町門前サ11番地
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