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さくら市

社協だより
第50号
4・7・8

　6月21日（火）喜連川社会福祉セン
ターにて「フードバンクさくら」の開所
式を行いました！
　さくら市社会福祉協議会では、ボラ
ンティアの運営による「フードバンク
さくら」を立ち上げました。まだ食べ
られるのに捨てられてしまう食品の寄
付を受け、食べ物に困っている方や、
緊急的に食品が必要な方などへ無償で
食品の提供をいたします。ぜひ、皆様
には、フードバンクへの食品のご寄付
をお願いいたします。

―ご寄付いただきたい食品
　乾麺類、缶詰、レトルト食品、調味料、
米（精米したもの令和2・3年度産）など
―受け入れできない食品等
　冷凍食品、冷蔵食品、青果物、乳製品、
アルコール類、お茶（煎茶、粉茶）など
―確認いただきたい内容
・�ご寄付いただける日を基準とし、賞
味期限が１か月以上あるもの

・�開封されていない、破損していない
もの

―�食品の提供については、生活困窮者
自立支援窓口にお問い合わせくださ
い。今後、提供窓口を増やしていく
予定です。

「フードバンクさくら」を開所いたしました!「フードバンクさくら」を開所いたしました!

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

 社協だよりは「赤い羽根共同募金」の助成を受けて発行しています。

問い合わせ先
●フードバンクさくら
社会福祉協議会
　　本　　部　TEL�686－2670
　　氏家支部　TEL�682－2217
●生活困窮者自立支援窓口
　　社会福祉協議会氏家支部内
　　　　　　　TEL�601－7123（直通）
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令和4年度さくら市社会福祉協議会事業計画
　さくら市社会福祉協議会は、地域福祉事業を効果的・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》
　社会構造やコロナ禍による生活様式の変化により、困窮世帯や社会的孤立が拡大しています。こうした複雑
化する様々な福祉課題に対応するため、地域における助けあい・支えあいが求められています。本会では、地
域住民、民生委員児童委員・行政区長・ボランティア、関係機関・団体・施設、さくら市と連携を取りながら、
地域における課題解決に取り組み「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を推進します。
　本会は、地域福祉を推進する唯一の団体として、「高齢者支援」「障がい者支援」「子ども・子育て世帯支援」を柱に、
特に今年度は「生活困窮者支援」「権利擁護事業」を強化していきます。また、今年度は「第３次さくら市地域福祉
市民活動計画」の策定年度になります。「第３次さくら市地域福祉計画」を基盤としながら、市民にわかりやすい
計画の策定をめざします。

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　緊急食糧等支援
　　ス　地域福祉市民活動計画（策定）
　　セ　多世代交流支援事業
　　ソ　フードバンク
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�　パラスポーツスクール
　　エ　学生服回収プロジェクト協力
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
　　オ　さくらシルバー作品展
　　カ　おたより訪問事業
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（軽自動車）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　福祉体験
イ　被災地支援・減災事業
　　ア　減災運動会
　　イ　災害支援活動
　　ウ　ボランティア協定事業
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

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［令和4年度～令和8年度］
（２）�上松山児童センター管理・運営［令和3年度～令和7年度］
（３）�喜連川社会福祉センター管理・運営［令和4年度～令和8年度］
（４）生きがいセンター管理・運営［令和4年度～令和8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（いきいきクラブ、身体障害者福祉会、

手をつなぐ育成会）
（３）各種相談（法律相談、心配ごと相談）
（４）養成研修（手話奉仕委員養成研修）
（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
（７）法人後見事業

《事業内容》

《重点事業》
１　第３次地域福祉市民活動計画の策定　　　　　２　生活困窮者への支援
３　権利擁護事業の強化　　　　　　　　　　　　４　コロナ禍における事業展開
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会費収入 6,651,950
寄付金収入 973,833

補助金収入
（市・県社協）
38,926,932

受託金収入（市・県社協）
65,287,365

共同募金
配分金収入
2,338,697

償還金収入
678,500

内部取引・その他の収入
7,103,595

預金利息収入
440,592

事業収入・負担金収入
19,725,120

法人運営事業
44,357,263

地域福祉推進事業
4,232,520

ボランティア振興事業
255,546

共同募金配分金事業
2,338,697
福祉基金事業1,494,501

貸付事業 4,122,129

指定管理事業
60,009,618

受託事業
28,726,199

繰越金収入
21,510,269

会費収入 6,900,000
寄付金収入 1,501,000

補助金収入
（市・県社協）
38,293,000

受託金収入（市・県社協） 
70,394,000

共同募金
配分金収入
2,540,000

償還金収入
450,000

事業収入・
負担金収入
23,520,000

預金利息収入
359,000

内部取引・
その他の収入
12,757,000

繰越金収入 8,256,000

法人運営事業
56,968,000

地域福祉推進事業
8,974,000

ボランティア振興事業
1,244,000

共同募金配分金事業 2,340,000
福祉基金事業 1,950,000

貸付事業 1,099,000

指定管理事業
59,761,000

受託事業
32,634,000

権利擁護事業 573,000

令和 4年度予算

令和 3年度決算報告

財産目録

収　入

収　入

163,636,853円

164,970,000円

145,536,473円

164,970,000円

※収入・支出とも内部取引を含みます。

（単位：円）

（単位：円）

※差額18,100,380円は次年度繰越金となります。
※収入・支出とも内部取引を含みます。

資産の内訳 金額（円） 資産の内訳 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 29,105,859� 　　事業未払金 12,936,675
　　　事業未収金 1,531,427�
　　　未収金 57,125�
　　　立替金 341,278�
　　　前払金 1,366�

流動資産合計 31,037,055� 流動負債合計 12,936,675
２　固定資産 ２　固定負債
　　（１）基本財産 　　退職給付引当金 33,112,900
　　　　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 2
　　　　車輌運搬具 3,339,951�
　　　　器具及び備品 64,812�
　　　　権利 226,408�
　　　　社会福祉金庫貸付金 1,234,000�
　　　　退職手当積立基金預け金 24,878,670�
　　　　福祉基金積立資産 8,296,511�
　　　　　県債 100,000,000�
　　　　　国債 17,964,000�
　　　　　地方債 9,991,158�
　　　　　地方債 109,626,000�

小計 245,877,669�
　　　　財政調整積立資産 6,108,600
　　　　福祉プラザ建設積立資産 1,652,113
　　　　　定額預金 10,000,000

小計 11,652,113�
　　　　備品購入積立資産 352,060
　　　　社会福祉金庫積立資産 201,938

その他の固定資産合計 293,936,223
固定資産合計 295,936,223 固定負債合計 33,112,900
資産合計 326,973,278 負債合計 46,049,575

差引純資産　　280,923,703

支　出

支　出

（令和4年3月31日現在）
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　さくら市身体障害者福祉会では、毎月グラウンド・
ゴルフやソフトペタンクのスポーツ大会や、会員の親
睦を図るため各種研修旅行などを実施しています！
●問い合わせ先
　社会福祉協議会　本部（喜連川社会福祉センター）TEL 686－2670

さくら市身体障害者福祉会をご紹介します !

　本会では毎年、市内各小
学校の新入学児童に入学祝
いをプレゼントしています。
　今年度は計392名の児童
に、鉛筆と消しゴムのセッ
トを贈呈しました!
　新しい環境に不安なこと
も多いかもしれませんが、友だちと楽しい学校生活が
送れるよう応援しています!

♡入学おめでとう♡
　75歳以上のひとり暮らし
高齢者を対象とした見守り
活動事業として、毎年、福
祉チョコの配布を行ってい
ます。今年度も、5月に市
内各地区の民生委員さんの
ご協力により、約500名の
方々にハートチョコやビスケット、お煎餅などを同封
した福祉チョコを配布しております。

友愛訪問事業

　4月8日氏家福祉センター、5月6日喜連川社会福祉セ
ンターにてレコードサロンを行いました。今回は、「10
代が選んだ演歌特集」として全12曲をターンテーブルに
のせました。
　若い世代にも美空ひばりや山口百恵は人気なようで、
参加者の皆さんも懐かし
い楽曲に耳を傾けていま
した。
　中盤には、イントロク
イズも行い、景品をかけ
て皆さん盛り上がってい
ました。

　『涙活（るいかつ）』という言葉をご存じです
か?
　意識的に涙を流すことによって心をリラック
スさせる活動のことです。
　本会では月に一度、『涙活』（映像視聴）を開催
しております。
　誰はばかるこ
となく思いきり
泣いて、ストレ
スを発散し、心
をすっきりさせ
ませんか?

●問い合わせ先
　社会福祉協議会　本部（喜連川社会福祉センター） TEL 686－2670
　                          氏家支部（氏家福祉センター）　 TEL 682－2217

◆参加費：無料
◆日　時：レコードサロン
　　　　　　毎月／第1金曜日　10：00～
　　　　　涙活（るいかつ）
　　　　　　毎月／第4火曜日　10：00～

◆開催場所：奇数月（1．3．5．7．9．11月）
　　　　　　　喜連川社会福祉センター
　　　　　　偶数月（2．4．6．8．10．12月）
　　　　　　　氏家福祉センター
　　　　　　※�令和4年度より、氏家だけではなく喜連川でも開催

しております!今までなかなか足が運べなかったとい
う喜連川在住の皆さんもぜひご参加ください♪

懐かしのレコードサロン 涙活（るいかつ）

～レコードサロン・涙活のお知らせ～

会長　白井　新より
　男女問わず元気に、賑やかに活動しています。身体障害
者手帳をお持ちの方なら、入会可能です。ぜひ一緒に楽し
く活動しましょう !いつでもご入会お待ちしています。

5/24（火）喜連川で初開催
いたしました！

この度、第67回日本身体障害者
福祉大会にて長年の功績に対し
て表彰状を授与されました！
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さくらッピー募金箱設置に
ご協力いただきありがとうございます

　本会では、さくらッピー募金箱を設置してくださる
飲食店・小売業などの自営業、会社や病院、学校など
の法人様を募集しております。今回、【有限会社　吉
田製作所様】で募金箱設置にご協力いただけることに
なりましたので以下のとおりご紹介いたします。いた
だいた募金は本会の地域福祉推進事業の一部として使
用させていただきます。

　絵を描くことが楽しい、もっと上手になりたい。そ
んな思いの子どもたちの集まりが絵画クラブです。
　指導をしてくださる社協会長の田中耕一氏は、絵を
描くことの基礎であるパレットの持ち方・絵筆の使い方、
色の塗り方等を丁寧に教えてくださいます。また、今
年は、会長手作りのイーゼルを使用、画家のようでかっ
こいいです。
　最初は、自己流の描き方だった子どもたちでしたが、
下絵の鉛筆の使い方や色の重ね方等が上手になりました。
　また、子どもたちの個性を認めて、褒めてくださる
ので、自信がついてきたようです。
　絵を描くことに夢中になれる時間は、忙しい日々を
送っている子どもたちにとって貴重な時間ではないか
と感じています。未来の画家が誕生するかもしれませ
ん。楽しみですね

＊日　時：第1・第3木曜日・
　　　　　金曜日
＊時　間：9時～ 12時
＊講　師：大久保なをみ氏
＊持ち物：裁縫道具一式
　　　　　着物生地（ある方のみ）
＊費　用：最低100円～
　　　　　※�作成する内容によっ

て費用が変わります。
　60歳以上で参加を希望する方は下記までお申し込
みください。
問い合わせ先・申込先
　社会福祉協議会　本部（喜連川社会福祉センター）
　　　　　　　　　TEL 686－2670

　コロナ禍に伴い、中止が続いておりました福祉まつ
りですが、今年度は、新型コロナウイルス感染予防対
策を講じ、市内福祉施設、福祉団体協力のもと、開催
いたしますので、ぜひご来場ください。
日　時：令和4年10月15日（土）　午前10時～
場　所：氏家体育館・体育館前駐車場
内　容：�福祉施設紹介、福祉体験、相談コーナー、幼

稚園・保育園・小中高校生の作品展示など
※内容は変更になる場合がございます。
※新型コロナウイルスの感染状況によっては開催中止
となる場合がございますのでご了承ください。

上松山児童センター 寺子屋「絵画クラブ」

喜連川社会福祉センター体験教室

第15回 さくら市福祉まつり開催のお知らせ

　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。

ファミサポ登録会員を募集しています !

利用会員
育児のサポートを

受けたい方

提供会員
育児のサポートを

行いたい方

※必要な時にはサポートを受けたいが、時間があるときにはサポート活動ができるという方は
　両方会員として登録ができます。

援
助
の
流
れ

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

■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 
　　　　　　　　　TEL 682－9888

残業で遅くなるので週に1度くらい
預かって欲しいのですが…。

ファミリー・サポート・センター
提供会員と利用会員のマッチングと連絡

はい、
いいですよ。

援助の依頼
援助の提供

お店・企業名 有限会社　吉田製作所

住　所 〒329−1311
さくら市氏家2609−5

電　話 028−682−1576
FAX 028−682−2824

紹　介 皮革製品・米販売業を営ん
でおります。

7月中旬以降・10名程度

手 芸 教 室
手芸や一

いっ
閑
かん

張
ば

りなど
作ってみませんか。
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　　夏休み期間の上松山・押上・熟
田小学校学童保育での小学生の見守
り業務です。
　未経験者・学生さん・子ども好きな方大歓迎です♪
　ぜひ、ご応募ください。

【応募資格】　18歳から65歳までの、児童の健全育成
に意欲のある方。

【勤務日数・時間】　週２～５日程度（平日のみ）
　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】　上松山・押上・熟田小学童のいずれか
【賃金】　時給1,030円
【任用期間】　7月中旬～8月中（小学校の夏休み期間）
※勤務開始時期・長期的に勤務したい方などはご相談ください。

【申込方法】　本会指定の履歴書（ホームページよりダ
ウンロードまたは窓口で配布）に必要事項を記入し、
提出してください。

【問い合わせ先・申込先】　
　社会福祉協議会　氏家支部　TEL�682−2217

　本会では、本田技研　労働組合　栃木研究所支
部　様から寄贈いただいた福祉車両を高齢者や
障がいをお持ちで車いすを使用する方への外出
支援として貸出を行っております。
　この車両は車いすに乗ったまま後部から乗車
できるもので、申請には運転者の運転免許証お
よび利用対象者の障害者手帳もしくは介護保険
被保険者証の写しなどが必要となります。
　利用をご希望される方は、下記までご連絡く
ださい。

●利用料：無料（燃料代のみご負担いただきます）
●問い合わせ先
　社会福祉協議会　氏家支部（氏家福祉センター）
　　住所　さくら市櫻野1329
　　　　　TEL�682−2217

夏休み期間中の
学童保育指導員を募集します!!

福祉車両の貸出を行っています

令和4年2月11日から5月末までの分を掲載させていただきます。（敬称略、順不同）

ちょっとボラにご協力いただきありがとうございます。
 エコキャップ 　阿久津義則　淺田滋　アサヒグループ食品㈱　荒川養殖漁業生産組合　飯沼休吾　石井典子　石田悟
一般社団法人ガールスカウト栃木県連盟第20団　稲見和夫　岩永江美子　上野行政区　上野みのり会　上野光男　宇田陽一
大久保なをみ　大島早智子　大槻新聞店　オートキャンプ場 太陽の丘　岡本圭司 　岡本廣子　小野朋子　小野崎基　金子沙樹
上松山児童センター　喜連川カントリークラブ　喜連川児童センター　草野香　國井望愛　黒須病院　桑島俊雄　見目春江
小口邦子　国立きぬ川学院　小嶋真智子　小島実　ご長寿くらぶ 宇都宮ビオス 小林昌子　小林行雄　齋藤慎也　斉藤和男
酒井エル子　坂口登茂美　佐川規子　櫻井雅　さくら市更生保護女性会　佐藤晃左　佐藤彩加　佐藤卓三　佐藤弘子　塩田政子
篠田和男　白井新　白井恵津子　杉田亮夫　鈴木栄子　鈴木稔夫　関口仁　セブンイレブン さくら氏家店
セブンイレブン さくら馬場北店　第一地区民生委員児童委員協議会（児童福祉部会）　大古精機㈱　高瀬秀雄　高橋糀店　田村康子
小哲会　手塚紀子　栃木県農業試験場 原種農場　栃木県立さくら清修高等学校　富沢繁雄　仲澤克之　中澤克之　仲野則子
中山宰代　野尻好子　萩村　檜山顕音　藤田裕明　船山建設工業㈱　フレ・あい　平安　ベルセルバカントリークラブ　増渕イク
みつわ工房　向河原自治会　ももざわみゆき　矢板市立泉小学校　山口まき子　吉岡孝行　吉澤キシイ　吉澤誠二　吉澤みつ
吉田勝彦　吉田規子　吉田雄次　医療法人誠之会 氏家病院　㈱石川電工　㈱ジーテクト　㈱尚仁沢ビバレッジ　㈱タートル
㈲カミオカオートサービス　㈲添田設備工業　JAしおのや女性会　K・I　K・N　匿名　
 古切手 　アサヒグループ食品㈱　荒川養殖漁業生産組合　氏家幼稚園　海老原幸子　軽部貴裕　小嶋真智子　小林行雄
さくら市更生保護女性会　さくら市ちょボラ会　佐藤彩加　小哲会　野尻好子　増渕イク　遊座広美　渡邉和美　K・I　匿名
 プルタブ 　荒川養殖漁業生産組合　石田悟　上野光男　岡本圭司　小野崎基　金子沙樹　喜連川カントリークラブ　小口邦子
小嶋真智子　佐藤晃左　佐藤彩加　塩田政子　田村康子　手塚紀子　仲澤克之　野尻好子　増渕イク　吉澤誠二　㈱ジーテクト
K・I　K・N　
 ベルマーク 　アサヒグループ食品㈱　梅田唯花　軽部貴裕　小口邦子　佐川規子　塩田政子　手塚紀子　増渕イク
向河原自治会　吉澤誠二　K・I　
 アルミ缶 　岩永江美子　上野光男　かるがも代行　小嶋真智子　ご長寿くらぶ 宇都宮ビオス　五味田キミ　さくら市ちょボラ会
第一地区民生委員児童委員協議会（児童福祉部会）　瀧澤照子　檜山顕音　フレ・あい　向河原自治会　吉田勝彦　吉田雄次　匿名
 未使用ハブラシ 　小野崎基
 書き損じハガキ 　小哲会　匿名
 テレホンカード 　渡邉和美
 布マスク　K・I

  たくさんの

ご寄付
ありがと

う

ございま
した！

●塩谷南那須地区
　農業士会 様

●コスメバンク
　プロジェクト 様

●八千代工業㈱
　栃木研究所 様

●ニッカウヰスキー㈱　
　栃木工場 様

●ダイナム栃木
　さくら店 様

玄米玄米
60㎏60㎏

食品食品
77点77点

化粧品セット化粧品セット
20個20個


