
児童安全守り隊

　平成18年１月「登下校時における児童の安全確保」のため、
草津町老人クラブ連合会が依頼を受け、「児童安全守り隊」として開始。
同年、県警より「地域安全安心ステーション」モデル事業団に指定され、
現在も毎日児童の安全を見守っています。

草津町

草津町社会福祉協議会　草津町大字草津464番地28　TEL：0279-88-1050

平成24年７月

第31号 社協だより
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　草津町社会福祉協議会では、次のとおり役員及び評議員の交代がありましたのでご案内いたします。
　退任されました役員、評議員の皆様、長い間ありがとうございました。
　新しく選任されました役員、評議員の皆様には、よりよい社会福祉の推進のため、ご協力をお願
いいたします。

平成24年５月21日現在

社会福祉協議会の役員・評議員が決まりました。

理事

三　浦　正　欽

佐　藤　玲　子

薄　井　和　男

監事

重　原　正　治

吉　田　隼　雄

◆新任理事・評議員
理事（14名）

任期　平成24年７月１日〜平成26年６月30日

櫻　井　伸　一

上　坂　国　由

桜　井　宏　機

大　場　　　均

沖　津　　　宏

神　田　安　治

綿　貫　あさ子

山　本　杏　子

福　田　信　夫

黒　岩　智絵子

中　澤　幸　丸

木　村　　　功

宮　脇　　　宏

中　澤　則　之

監事（２名）

任期　平成24年７月１日〜平成26年６月30日

浅　香　　　勝

山　本　好　昭

評議員

本　多　徳　康 米　　　　　敬

山　本　洋　子 島　村　　　貴

高　原　秀　雄 山　本　隆　之

本　多　和　子 星　野　敏　雄

髙　井　貴　子 山　口　節　子

山　本　康　弘 原　沢　金太郎

町　田　諭　司

評議員（29名）

任期　平成24年６月１日〜平成26年５月31日

羽　部　光　男 金　子　　　守

水　出　文　夫 土　屋　由美子

冨　岡　賢　治 三　浦　正　欽

黒　澤　勝　盛 荒　木　彰　彦

山　田　武　平 川　満　敬　子

宮　崎　常　雄 金　井　ヤツ子

南　　　吉　松 冨　岡　美津枝

宮　崎　清　子 松　浦　　　信

山　本　茂　幸 中　沢　敞　子

山　本　和　久 市　川　良　一

楜　澤　正　巳 飯　島　啓　一

高　平　裕　寿 大　嶋　幸　蔵

市　村　隆　宏 渡　邉　正　吉

嶋　村　清　美 竹　渕　京　子

松　島　清　高

◆退任された理事・評議員� （敬称略・順不同）
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◎収入の部 ◎財産目録

項　　 目 金　　額 Ⅰ資産の部

　会費収入 3,313,500 　　１.　流動資産 24,677,887

　寄附金収入 112,790 　　　　　現金・預貯金 20,528,504

　補助金収入 31,599,280 　　　　　未収金 4,149,383

　受託金収入 7,202,720 　　２.　固定資産 38,343,726

　共同募金配分金収入 1,142,675 　 　　　　基本財産 2,000,000

　社明募金配分金収入 483,500 　　　　　その他の固定資産 36,343,726

　介護保険収入 33,704,412 　　　　　　①車両運搬具 2,748,480

　障害者自立支援事業収入 1,249,290 　　　　　　②器具及び備品 34,723

　経理区分間繰入金収入 3,826,569 　　　　　　③リサイクル預託金 79,470

　その他の収入 5,190,883 　　　　　　④退職共済預け金等 7,124,890

　        計 87,825,619 　　　　　　⑤人件費積立預金 6,000,000

　　　　　　⑥修繕費積立預金 6,000,000

◎支出の部 　　　　　　⑧備品等購入積立預金 14,346,163

　人件費支出 70,202,478 　　　　　　⑨出資金 10,000

　事務費支出 2,630,395 　資産合計 63,021,613

　事業費支出 6,891,684 Ⅱ負債の部 1,228,675

　共同募金配分金事業費 1,142,675 　　未払金 17,162

　社明募金配分金事業費 467,504 　　預り金 551,129

　助成金支出 571,875 　　退職給与引当金 660,384

　負担金支出 100,000 　負債合計 1,228,675

　経理区分間繰入金支出 3,826,569 　差引純資産 61,792,938

　その他の支出 2,306,737

計 88,139,917

 収支差額 ▲314,298 　
収支差額については、前期末支払資金残高で補填しました

＜平成23年度　会　　計　　決　　算　　報　　告　＞

＜平成24年度　�会　　計　　予　　算　＞

（平成24年３月31日現在）

（単位　：　円）

（単位　：千円）

◎収入の部 ◎支出の部

項　　 目 金　　額 項　　 目 金　 額

　会費収入 3,325 　人件費支出 71,730

　補助金収入 26,865 　事務費支出 2,865

　受託金収入 7,389 　事業費支出 7,502

　介護保険収入 35,429 　共同募金配分金事業費 870

　社明・共同募金配分金収入 1,353 　社明募金配分金事業費 483

　障害者自立支援事業収入 1,510 　助成金支出 580

　その他の収入 5 　負担金支出 100

　前期繰越収支差額充当 8,485 　その他の支出 231

 計 84,361 計 84,361
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支 援
日赤奉仕団草津支部

老人クラブ連合会

「草津町点訳の会」

AED講習

郡老人クラブ連合会
ゲートボール大会

小学校で授業

平成２４年５月１８日（金）

平成２４年６月７日（木）
本白根第２グランド

　団員の研修として、「AED講習」を行いました。
　当日は、西部消防署のみなさんにご指導いただき、団
員ひとりひとりが真剣に取り組みました。

　草津町を会場に、梅雨の晴れ間をぬって２４０余名
の精鋭が熱戦を繰り広げました。

　２月に「草津町点訳の会」「盲人会」の協力のもと小学校４
年松・竹組で点字の授業が毎週水曜日全４回にわたり行われ
ました。
　児童の皆さんは覚えが早く、また正確に点字を打ってくれ
ました。盲人会会長の高山さんがみんなの打った点字を指で
読み、その速さに児童の皆さんも驚いていました。
　４年生の皆さんありがとうございました。
（毎週金曜日午後１時３０分より総合保健福祉センターボラ
ンティアルームで点訳の勉強会が行われています。夏休み中
に立ち寄ってください。）
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団 体
身体障害者の会

身体障害者の会会員研修 平成２４年６月１２日（火）

平成２４年７月４日（水）

　タカラトミーよりミニカーを借用し、視覚障害
者が実際に手で車（ミニカー）を触ることでさま
ざまな種類の車の形や役割について学びました。
　当日はボランティアサークル「やすらぎの会」
の方たちに協力をいただき、一つ一つの車の形や
役割について詳しく説明してもらいました。
　「名前を聞いただけでは一体どんな形をしている
のかわからなかったが、実際に手で触り説明を聞
くことで理解できた」「知らない車がたくさんある
ことがわかった」等、会員より感嘆声がありました。

　上記ミニカー借用の御礼に木村会長を始め、身障会の役員２名、やすらぎの会２名、社協事
務局長の計６名にて、葛飾区に所在する「㈱タカラトミー本社」を表敬訪問してきました。当
日は、真夏日の中4名の社員の方のお迎えをいただき、簡単な自己紹介の後、意見交換を行い
障害者用の玩具等のお話を伺いました。特に最初から対応していただいた、社長室共用品推進
課係長の高橋さんにおかれては、ご自身も全盲の障害者であるにも関わらず御活躍する姿を拝
見し、タカラトミーという会社の姿勢に一同感心した次第です。今後御社の益々のご発展をお
祈りしつつお見送りを受け帰草しました。

写真　　後列左から
カスタマー事業部　お客様相談室　伊澤おりえさん
　　〃　　副部長　　　〃　統括　平野利枝さん
社長室　共用品推進課　　　係長　高橋玲子さん
　〃　　　　　〃　　　　　　　　吉田沙也加さん
前列左から
　　　　　　草津町身障会　　　　大内敏光さん
　　　　　　草津町盲人会　会長　高山正憲さん
　　　　　　草津町身障会　会長　木村　功さん
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　わたしたちの住む草津町の地域福祉
を推進していくため、たくさんの方々
の支援が必要です。
　この趣旨をご理解の上、ご加入くだ
さいますようお願い申し上げます。

賛助会費をお願いしています

賛助会費　一口� 3,000円です
特別会費　一口� 10,000円です

※ご連絡いただければお伺いいたします。
☎88-1050　草津町社会福祉協議会

今年も
よろしく
お願いします。

子育てを学ぼう。遊ぼう。
　ボランティア団体「ＡＰみんなの会」では、「安心して楽しく子育てができる」ための活動を企画開

催し、子育て中のママと子どもたちが「ほっとできる、元気になれる」居場所作りを目指しています。

　「『なんで！？』が『なるほど！』に変わる「子育て講座」
　「子育て」どうしてますか？昔、自分も子どもだったはずなのに、親になると子どもの気持ちがわか

らなかったりしますね。講座では、子どもの行動を理解し、子どもにちゃんと伝わる言葉がけなどを

学びます。ママ友とのおしゃべりでは言えないような子育ての悩みを話したり聴いたりもできますよ！

「ＡＰ講座―よりよい親子関係のために」

日時：毎月第３水曜日　午前９時半～１１時半

場所：草津町総合保健福祉センター内

参加費：１回５００円

　

　「草津子育てサロン」
　子育て中のママと子どもたちが集まって、一緒に遊び、

交流できる広場です。おもちゃ、手あそび・リトミック・

読み聞かせ・お料理・小物作りなどのプログラムがあり

ます。

　町外から草津に来た妊婦さんやママたちの出会いと情

報交換の場にもなっています。

日時：月３～４回（今のところ不定期）

場所：草津町総合保健福祉センター内

参加費：材料費等のみ負担

申込み・問合わせは、社会福祉協議会へ



Ｎｏ,7

いきいきプラザ紹介
　毎月様々なイベントを利用者さんと一緒に企画し、
スタッフ、ボランティアさんの協力で楽しい一時を過
ごしていただいています。
　健康体操・作品作り・お習字や編み物教室・ボラン
ティア慰問・カラオケ等々盛りだくさん。また、お花
見ドライブ・買い物ツアー・・。秋には紅葉狩りも予
定しています。
　「まだまだ元気！」「おしゃべり大好き！」「美味しい
お昼ご飯食べたい！」「温泉に入りたい」・・・・是非
一度見学に来てください。

利用条件
65歳以上・介護認定非該当者、要支援１・２
（他の介護サービスを利用していない方）

場所　　　総合保健福祉センター　いきいきプラザ
開館日　　毎月曜日・水曜日・金曜日
時間　　　午前９時〜午後３時
利用料　　１回６００円（昼食付）

第62回“社会を明るくする運動”
〜犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ〜

趣　　旨
　すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの
立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。

行動目標
　１　犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう
　２　犯罪や非行に陥らないよう地域社会で支えよう
　３　�これらの点について、地域社会の理解が得られるよう協力しよう

重点事項
　「立ち直りを支える取り組みについての理解促進」
　�「就労・住居等の生活基盤づくりにつながる取組みの推進」

　平成24年７月１日〜 31日
　社会を明るくする運動　草津町実施委員会　（問い合わせ先　役場福祉課・社会福祉協議会）

キャッチコピー
　「再出発をみまもり、支える社会に」



Ｎｏ,8★お問合わせ★　草津社会福祉協議会
TEL0279-88-1050　FAX0279-88-1055　E-mail  kusasyakyo@song.ocn.ne.jp

HP  http://www1.ocn.ne.jp/~gkusasya

行 事 予 定

７月
・社会を明るくする運動（１〜 31日）
・社会を明るくする運動パレード（９日）10月

・やすらぎ福祉大会
・認知症高齢者の傾聴講座

８月
・老人クラブ連合会盆用品販売（13日）

11月
・群馬県福祉大会（15日）
・健康福祉フェスティバル

９月
・吾妻地区福祉パレード（11日）
・敬老祝い事業
・草津町戦没者追悼式

12月
・歳末たすけあい募金
・歳末慰問
・母子交流事業

ボランティア人材バンク活動紹介

　５月７日(月)　熊本市より草津温泉に是非行ってみたいと羽田空港より福祉バスに乗って障害を
持った方が観光に来てくれました。
　事前にボランティア要望があり人材バンク登録者が当日活動。熱の湯の湯もみに感激し、湯畑の
お湯にさわって笑顔をもらい、お土産もたくさん買っていただきました。短い時間でしたが遠くよ
り来草していただき感謝の気持ちいっぱいの活動だったと思います。


