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さくら市

社協だより
第44号
2・7・10

社会福祉法人さくら市社会福祉協議会
本　部
●さくら市喜連川904番地（さくら市喜連川社会福祉センター内）
●TEL 028-686-2670　●FAX 028-686-2423　●E-mail：honbu@sakura-shakyo.or.jp
氏家支部
●さくら市櫻野1329番地（さくら市氏家福祉センター内）
●TEL 028-682-2217　●FAX 028-682-9888 ●E-mail：shibu@sakura-shakyo.or.jp

　さくら市社会福祉協議会では、政府が配布する布マスクの寄付の受入れを行っています。喜連川
社会福祉センター、氏家福祉センター、市役所第２庁舎、喜連川公民館の市内４か所に『さくらマ
スクポスト』を設置しましたので、使用されない布マスクをそのポストへ投函し寄付をお願いいた
します。寄付していただいた布マスクは、マスクを必要とする方にお届けいたします。ご協力お願
いいたします。（※政府が実施する布マスクの配布を否定するものではございません）

さくらマスクポストを設置
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さくら市社協だより

さくら市社会福祉協議会は、事業を効果的・継続的に推進するため、次の基本方針により事業を実施いたします。

《基本方針》
　人口減少・少子高齢化の加速、単身世帯・ひとり親世帯などの増加、社会問題として大きく取りざたされている
８０５０問題、老々介護、子どもの貧困などにより、地域や住民とのつながりが薄れ、日常生活に様々な困難を抱
えている世帯が増加しています。
　また、地震や大雨、洪水などの異常気象が頻発し、それによる被害が甚大化しており、特に昨年発生した台風
１９号は栃木県内にも大きな被害を残したことは記憶に新しいところです。
　本会では、こうした福祉課題の解決に向け「第２次さくら市地域福祉市民活動計画」に基づき、だれもが安心して
暮らせる福祉のまちづくりをめざします。

《重点事業》
１　ご近所で支えあう地域づくりへの取り組み ３　福祉に対する理解を深めてもらうための新たな取り組み
２　生活困窮者自立支援事業の更なる取り組み ４　ボランティアを支えるための取り組み

Ⅰ　社会福祉事業
１　地域福祉事業　　　
（１）　法人運営事業　　
　ア　法人運営事業　
　イ　企画広報事業　
（２）　地域福祉推進事業　　
　ア　地域福祉事業　
　 ア地域福祉ネットワーク事業
　 イ福祉講演会
　 ウご近所ふれあいサロン活動助成金
　 エいきいきふれあいサロン（氏家・喜連川）
　 オレコードサロン
　 カ福祉施設連絡会
　 キ福祉まつり
　 ク地域サロン活動実践者講習会
　 ケ涙活サロン
　 コ地域共生社会勉強会
　 サ日常生活自立支援事業（あすてらす）
　 シ緊急食糧支援
　 ス地域福祉市民活動計画（評価・検証）
　イ　児童・青少年福祉事業　
　 ア福祉機器貸付事業
　 イ養護施設就学援助事業
　 ウ養護施設及び企業、社協との連携支援事業
　ウ　高齢者福祉事業　
　 ア買い物バスツアー（氏家・喜連川）
　 イ友愛訪問事業（福祉チョコ・餅の配布）
　 ウひとり暮らし高齢者の集い
　 エ終活セミナー
　エ　障がい者福祉事業　
　 ア初心者手話講習会

　 イ車イスの貸出　
　 ウスロープ付福祉車両の貸出　
　 エ新スポーツ講習会　　　　　
（3）　ボランティア振興事業　　
　ア　福祉教育事業　
　 アボランティア養成講座
　 イ傾聴ボランティア養成講座
　 ウ登録ボランティア交流会
　 エサマースクール　　　　　
　イ　被災地支援・減災事業　
　 ア減災運動会
　 イ３.１１追悼・応援イベント
　 ウ災害支援活動
　 エ絆（ボランティア）事業
　ウ　ボランティア活動支援事業　
　 ア福祉ボランティア活動助成
　 イボランティアセンター整備
　 ウちょっとボラ（エコキャップ、入れ歯回収他）の推進
（4）　共同募金配分金事業　　
　ア　高齢者福祉活動事業
　イ　障がい者福祉活動事業
　ウ　児童・青少年福祉活動事業
　エ　福祉育成・援助活動事業
　オ　指定配分事業

２　福祉基金事業

３　貸付事業

令和２年度さくら市社会福祉協議会事業計画

《事業内容》

Ⅱ　公益事業
１　指定管理事業
（1）氏家福祉センター管理・運営
　　［平成 29年度～令和３年度］　　
（2）上松山児童センター管理・運営
　　［平成 28年度～令和 2年度］　
（3）喜連川社会福祉センター管理・運営
　　［平成 29年度～令和３年度］　　
（4）生きがいセンター管理・運営
　　［平成 29年度～令和３年度］　　

　　　　　
２　受託事業　　　
（1）学童保育（押上小・熟田小）
（2）福祉団体事務
（3）各種相談（無料法律・心配ごと相談）
（4）養成研修（手話奉仕員養成研修）
（5）ファミリー・サポート・センター事業
（6）生活困窮者自立支援事業
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さくら市社協だより

令和元年度決算報告

令和２年度予算

資産の内訳 金額（円） 負債の内訳 金額（円）
Ⅰ　資産の部 Ⅱ　負債の部
１　流動資産 １　流動負債
　　　現金預金 28,147,489 　　　事業未払金 9,771,913
　　　事業未収金 1,444,979
　　　前払金 85,052

流動資産合計 29,677,520 流動負債合計 9,771,913
２　固定資産 ２　固定負債
　　(1) 基本財産 　　退職給付引当金 27,323,130
　　　　定期預金 2,000,000

基本財産合計 2,000,000
　　(2) その他の固定資産
　　　構築物 4,478
　　　車両運搬具 8,406,820
　　　器具及び備品 194,412
　　　権利 226,408
　　　社会福祉金庫貸付金 269,500
　　　退職手当積立金預け金 20,543,190
　　　福祉基金積立資産 245,701,286
　　　財政調整積立資産 6,107,879
　　　福祉プラザ建設積立資産 11,652,113
　　　備品購入積立資産 352,018
　　　社会福祉金庫積立資産 241,433

その他の固定資産合計 293,699,537
固定資産合計 293,699,537 固定負債合計 27,323,130
資産合計 325,377,057 負債合計 37,095,043

差引純資産　　　　　　288,282,014

財　産　目　録 令和2年3月31日現在

【収入170,497,551】 【支出150,591,944】

【収入157,066,000】 【支出157,066,000】

収  入 支  出

収  入 支  出
（単位：円）

※収入・支出とも内部取引を含みます。

※収入・支出とも内部取引を含みます。

（単位：円）
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さくら市社協だより

　毎年、市内各小学校の新入学児童に入学祝いと
してさくらッピーの下敷きをプレゼントしています。
今年度は計４０１名の児童が入学しました！
　今年度は新型コロナウイルスの影響により約 3
か月の臨時休校期間があり、学校生活も大変なス
タートとなってしまいましたが、コロナを防止し心
身ともに健康な毎日を過ごしてほしいと願っていま
す。
　勉強に励み、たく
さんのことを学び吸
収し、楽しい学校生
活が送れるよう応援
しています！

　５月、上松山児童センターの職員が手作りマスク
約２５０枚を作製し、上松山小学童、押上小学童、
熟田小学童に配布しました。
　ゴムの部分がカラフルになっており、受け取った
子供たちはとても嬉しそうな顔をしていました。
　これからの季節はさらに暑くなりますので、熱中
症にも気をつけながら適切にマスクを使用していた
だきたいと思います。

　１０月１７日（土）に開催を予定していました第
１５回さくら市福祉まつりは、新型コロナウイル
スが未だ収束していない状況から、来場される方
や参加・協力いただく方々の健康と
安全を考慮し、残念ながら中止する
ことといたしましたのでご理解のほ
どよろしくお願いいたします。

　本会では福祉の推進に向けたな事業を展開して
おり、会員会費はこうした事業を展開するための
貴重な財源とさせていただいております。会員募
集は毎年６～７月を強化期間として、皆様からご協
力いただいているところですが、今般の新型コロ
ナウイルス感染拡大防止の為、今年度は１０月頃に
延期させていただきます。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

　経済的困窮者の自立に向けた支援を無料で行っ
ております。
・生活に困っている
・仕事が見つからない
・家賃を払えない
・引きこもりやニート、不登校　など
お気軽にご相談ください。
ご家族など周りの方からも相談を受け付けます。
　新型コロナウィルスの影響により失業又は収入
の減収がある方への貸付も行っております。

【相談窓口】
社会福祉協議会氏家支部（氏家福祉センター）
月～金曜日 8：30 ～ 17：15（祝日を除く）
住所：さくら市櫻野 1329
TEL：028－601－7123（自立支援係）
MAIL：seikatu-soudan@sakura-shakyo.or.jp

　精神障がい者と家族の会『クローバーハーツ癒
しの夢工房』では、精神障がいの当事者と家族の
皆さんの悩み相談を行います。
相談日　 7 月 13 日・8月 11日・9月 14日・
　　　　 10 月 12 日・11月 9日
時　間　10：30～ 16：00
場　所  氏家駅前交流会館内
　　　　　　　（さくら市氏家 2363）
相談員　クローバーハーツ癒しの夢工房
　　　　　代表 植村健一
問い合わせ 精神障がい者と家族の会
　　　　　クローバー癒しの夢工房
　　　　☎ 090 ー 4242 ー 0147（植村携帯）

◆毎週水曜日
時　間　10：00～ 15：00
場　所　やしお会事務局
　　  　　宇都宮市下岡本町 2145ー13
　　　　　　（栃木県精神保健福祉センター2Ｆ）
相談員　やしお会家族相談員
問い合わせ　028ー673ー8404（予約を受け付けます）

 ～家族だけで悩んでいませんか～
精神障がい者と家族のために

悩みごと・困りごとは
ありませんか？

入学おめでとう！ 手作りマスクを配布しました

第15回さくら市福祉まつり中止のお知らせ会員募集期間延期のお知らせ
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　住みなれた地域でいつまでも安心して生活するためには住民同士のつながりや支えあいが必要となりま
す。本会では、ご近所において日頃から顔を合わせる機会を増やす高齢者の居場所づくりとしてサロン活
動に力を入れています。氏家・喜連川両地区でボランティア皆さんの協力をいただきながら趣味活動や茶
話会などを行うふれあいサロンの他、コーヒーを飲みながら懐かしの音楽に浸るレコードサロンや感動映
画を鑑賞することで涙を流して気持ちのリフレッシュを図る涙活サロンなど実施しています。６月の時点
では新型コロナウイルスの影響により中止の状態が続いていますが、状況を見ながら順次再開していく予
定です。
　又、各地域においても行政区長・民生委員の皆様を中心にサロン活動が盛んに行われており、本会では
サロンを開催している団体に対して開
催回数や参加人数などを条件に、補
助金を交付しています。今年度は２７
団体に交付を行いました。

　さくら市ファミリー・サポート・センターは、仕事と育児の両立を支援し、安心して子育てができるように
「子育ての手助けをしてほしい」、「子育てのお手伝いをしたい」と思っている方が会員となり、お互いが助け
合いながら活動する組織です。

ご近所で支えあう地域づくりへの取組み

ファミサポ登録会員を募集しています！

♡ たくさんの寄付をありがとうございます♡♡ たくさんの寄付をありがとうございます♡

5月 28日 ㈱はやぶさ様より、マス
ク1,000 枚 と 消毒液 20ℓ×1箱 。

3月24日 イチゴ観光農園５８ロハ
スクラブ様より、いちご。

３月27日 ㈱セブン- イレブン・ジャ
パン様より、お菓子とカードゲーム類。

５月24日 ㈱エンプラス様より、フェ
イスシールド50 個。

３月10日 ローソン様より、おにぎ
り１２０個。

６月４日 栃木県牛乳普及協会様よ
り、牛乳 200㎖×240パック。

1. 会員登録 　 2. サポート活動依頼
3. 会員のマッチング 4. 事前打ち合わせ
5. サポート活動 　 6. 料金の授受

　※利用料金は１時間６００円です

利
用
の
流
れ

■ 詳しくは下記までお気軽にご連絡ください。
    さくら市ファミリー・サポート・センター事務局
   ☎ ０２８－６８２－２２１７

これらの寄付は本会
及び学童の子ども達に
配布させていただきました

社協だより44号.indd   5 2021/08/24   16:06:19



6

さくら市社協だより

赤羽隆一　アサヒグループ食品（株）栃木さくら工場　飯沼休吾　石田悟　泉小学校　稲見和夫　岩永江美子　植村健一　氏家病院
上野行政区上野なごみ会　大久保孝造　大久保なをみ　小野崎基　加藤美雪　上松山児童センター　菅家宇代　
喜連川児童センター　喜連川カントリー倶楽部　喜連川小学校　喜連川消防署　黒須病院　桑島俊雄　小嶋真智子　小室京子
小森ヱキ　小森谷治子　ご長寿クラブビオス宇都宮店　さくら清修高校　狭間田女性会アルミの和　白井新　篠田和男　大古精機
高塩和子　高橋麹店　髙橋正雄　たから船　田口昭子　田村康子　土谷昭雄　土谷里子　仲澤ミチ　ノザワヤ　萩村照子
平野三郎　日々輝学園高等学校　平安　フレ・あい　グループホームポプラ　増渕イク　増渕トミ　明治安田生命（矢板営業所）
みつわ工房　矢板小学校　吉岡孝行　吉澤誠二　若原富雄　匿名

飯沼休吾　石田悟　大久保なをみ　小野崎基　上松山児童センター　菅家宇代　喜連川カントリー倶楽部　小嶋真智子　
小森谷治子　田村康子　狭間田女性会アルミの和　フレ・あい

赤羽隆一　アサヒグループ食品栃木（株）栃木さくら工場　大場敏江　監査委員事務局　小嶋真智子　高塩和子　
狭間田女性会アルミの和　萩村照子　フレ・あい　匿名

アサヒグループ食品栃木（株）栃木さくら工場　小野崎基　小嶋真智子　小森谷治子　髙塩和子　萩村照子　フレ・あい　吉澤誠二

大場敏江　匿名 匿名飯沼休吾　岩永江美子　角田寿男　カルガモ代行　小嶋真智子　フレ・あい　匿名

ちょっとボラにご協力いただきありがとうございます。
ペットボトルキャップ

プルタブ

古切手

ベルマーク

未使用歯ブラシ 未使用ハガキアルミ缶

令和2年5月末日まで掲載させていただきます。（敬称略）

◎ レコードサロン

毎月第１金曜日　
　午前１０時～１１時３０分

  　◎ 涙活

  　　毎月第４火曜日
  　　午前１０時～12時
　　　　　　　　「泣ける映像」

 ※新型コロナウイルスの影響に伴う参加者の安全面を考慮
　 し、中止となる場合もあります。

学童保育指導員・学童保育代替指導員を募集します！ 懐かしのレコードサロン・涙活のお知らせ

◇◇ 会員募集中 ◇◇
●さくら市いきいきクラブ連合会
　全国三大運動（健康・友愛・奉仕）を基に、趣味やスポーツ、学習活動や研修、世代間交流など
を通して、楽しく過ごしています。年代は 60歳代から 90歳代と幅広く、みなさん元気に活躍され
ています。
●さくら市身体障害者福祉会
　ソフトペタンク、グラウンドゴルフなどのスポーツ大会を一年を通して開催、研修旅行なども実
施しています。男女問わずにぎやかに、元気に楽しく活動しています。身体障害者手帳をお持ちの
方はどなたでも入会できますので、ぜひ一緒に活動してみませんか。
●さくら市手をつなぐ育成会
　手をつなぐ育成会は、知的障がい児者とその保護者で組織されています。研修旅行、レクリエー
ションなど、みんなで楽しめる事業を開催、情報交換もしながら親睦を深めています。ご入会をお
待ちしています。
【問合せ】
社会福祉協議会 本部 ☎６８６ー２６７０　　氏家支部 ☎６８２ー２２１７

 

　　　 　

【募集人員】若干名　
【応募資格】18歳から65歳までで健康で明るく児
童健全育成に情熱と意欲のある方　
【勤務時間】下校時～午後6時30分まで。但し、土
曜日、及び学校休業中は、午前7時30分～午後6
時30分（うち8時間以内の交代勤務）
【勤務場所・賃金】
上松山小学童保育（正規指導員）
 有資格 時給１，１００円   無資格 時給１，０００円
上松山小・押上小・熟田小学童保育
 代替指導員　時給９５０円
【任用期間】令和２年９月１日から令和３年３月
３１日まで
【申込方法・期限】社会福祉協議会にある履歴書に
必要事項を記入し、８月１１日（火）までに社会福
祉協議会へ提出してください。なお、資格証明書
の写しも添付してください。
【その他】採用試験は８月下旬予定。（詳細は後日
郵送します）上記期間外でも随時募集しておりま
すので、不明な点がありましたら問合せください。
【お問合せ先】
社会福祉協議会 氏家支部　☎682ー 2217
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