
いきいき・すくすくバス旅行!!

草津町社会福祉協議会では、
元気高齢者のサロン「いきいきプラザ」
子育て広場「すくすく」のご利用を随時受け付け
ております。
お問合せは草津町社会福祉協議会
☎0279-88-1050まで。
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草津町社会福祉協議会では地域福祉の向上を目指しています

令和元年７月

第45号

６月21日㈮　１歳から97歳の参加者の方たちと
みなかみ町たくみの里に行ってきました。
あまーい。おいしー。たのしー。という声があち
こちから聞かれ、すてきな時間を過ごせました。
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草津町社会福祉協議会では地域福祉の向上を目指しています

　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、お知らせいたし
ます。退任されました皆様には､ 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及び評議員の皆様には､ より良い社会福祉推進のためご協力をお願いい
たします。
� （敬称略・順不同）

　　法人名�社会福祉法人　草津町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書
(自)�平成30年�4月�1日�(至)�平成31年�3月31日

第一号第一様式（第十七条第四項関係）　　
� (単位：円)

日程／令和元年９月３日㈫・5日㈭・10日㈫
会場／草津町社会福祉協議会（草津町総合保健福祉センター内）
講師／ NPO法人日本傾聴ボランティア協会　事務局長　山田　豊吉
　　　群馬県レクリエーション協会　　理事長　稲山　宏一
　　　国立音楽院認定　音楽療法士　濱田　幸子・松島　裕子
受講料／ 1,000円（資料代等）
申込期限／８月20日㈫
定員／ 30名

募集要項／◦県内在住でおおむね55歳以上である
　　　　　◦全日程受講可能である
　　　　　◦�福祉施設やサロン等で傾聴ボランティア活動

を行っている

申込み・お問合せ／草津町社会福祉協議会
　　　　　　　　☎0279-88-1050　FAX0279-88-1055

社会福祉協議会の役員・評議員が決まりました

平成30年度 草津町社会福祉協議会会計収支決算  資金収支計算書

シニア傾聴ボランティア  スキルアップ講座

理事

上坂国由
山本きく
田村長三
中澤幸丸

理事（14名の内４名）

金丸勝利
黒岩三男
石坂恒久
中澤　�隆

評議員

水出文夫
沖津則夫
寺田智子

評議員（17名の内３名）

宮崎公雄
根岸康介
　宮嵜美和子

◆退任された理事・評議員 ◆新任理事・評議員

選任日：令和元年６月13日
任　期：�選任後２年以内に終了する会

計年度のうち最終のものに関
する定時評議員会の終結の時

選任日：令和元年５月23日
任　期：�選任後２年以内に終了する会

計年度のうち最終のものに関
する定時評議員会の終結の時

令和元年６月13日現在

勘　定　科　目 予　算 決　算 差　異

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

会費金収入 2,942,000 2,948,000 △6,000
寄付金収入 199,000 199,162 △162
経常経費補助金収入 49,634,000 49,634,000 0
助成金収入 516,000 521,000 △5,000
受託金収入 14,860,000 14,860,000 0
事業収入 247,000 239,700 7,300
介護保険事業収入 24,250,000 24,375,468 △125,468
障害福祉サービス等事業収入 3,136,000 3,129,712 6,288
受取利息配当金収入 1,000 1,148 △148
その他の収入 274,000 273,936 64
　事業活動収入計⑴ 96,059,000 96,182,126 △123,126

支
出

人件費支出 74,147,000 74,182,684 △35,684
事業費支出 6,166,000 6,168,831 △2,831
事務費支出 2,658,000 2,656,921 1,079
社会福祉協議会事業費支出 2,228,000 2,232,574 △4,574
共同募金配分金事業費支出 904,000 903,738 262
助成金支出 597,000 596,800 200
負担金支出 410,000 410,000 0
その他の支出 24,000 23,010 990
　事業活動支出計⑵ 87,134,000 87,174,558 △40,558

事業活動資金収支差額⑶=⑴-⑵ 8,925,000 9,007,568 △82,568

勘　定　科　目 予　算 決　算 差　異

施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入　施設整備等収入計⑷ 0 0 0

支
出

0 0 0

　施設整備等支出計⑸ 0 0 0
施設整備等資金収支差額⑹=⑷-⑸ 0 0 0

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入
積立資産取崩収入 45,000 48,936 △3,936
　その他の活動による収入計⑺ 45,000 48,936 △3,936

支
出

積立資産支出 5,121,000 5,120,176 824

　その他の活動支出計⑻ 5,121,000 5,120,176 824
その他の活動資金収支差額⑼=⑺-⑻ △5,076,000 △5,071,240 △4,760

予備費支出⑽ 0
0 ― 0

当期資金収支差額合計⑾=⑶+⑹+⑼-⑽ 3,849,000 3,936,328 △87,328

前期末支払資金残高⑿ 25,867,000 39,691,132 △13,824,132
当期末支払資金残高⑾+⑿ 29,716,000 43,627,460 △13,911,460
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第69回「社会を明るくする運動」強化月間　令和元年７月１日～７月31日

７月10日㈬　町内広報パレード実施
　草津町総合保健福祉センターにて、内閣総理大臣・群馬県更生保護女性会長メッセージの伝達式を行い、その後、
町内広報パレードを行い、湯畑・道の駅にてうちわの配布を実施しました。
　この運動は、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活動です。

『行動目標』
　①犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くための取組を進めよう

　②犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう

『重点事項』
・出所者等の事情を理解した上で雇用する企業の数を増やすこと
・帰るべき場所がないまま、刑務所から社会に戻る人の数を減らすこと
・薬物依存からの回復と社会復帰を長期的に支える地域の環境をつくること
・�犯罪をした高齢者・障害者等が、社会復帰に必要な支援を受けられる環境
を作ること

・非行少年等が学びを継続できる環境を作ること

内閣総理大臣メッセージ伝達

第69回「社会を明るくする運動」を実施しました

保護司会草津支部が更生保護女性会と共に管内小中学校を訪問
　７月10日
　保護司会草津支部・更
生保護女性会員で小中学
校を訪問し、非行や犯罪
予防、薬物乱用防止など
について意見交換を行い
ました。
　継続的な情報共有や意
見交換を行うなどの地域
連携への取り組みを確認
しました。

更生保護女性会長メッセージ伝達
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団 活体 動支 報援 告

草 津 町 身 体 障 害 者 の 会

楽生園の中央会館にて行われ、草津からは３名が参加
し歌を披露しました。

カラオケ交流大会　6月18日（水）

手をつなぐ育成会　カラオケ

草津町総合保健福祉センターのいきいきプラザにて10
～12時にカラオケを行っております。会員皆、大変楽し
そうです。

毎月第２土曜日

草津町老人クラブ連合会　友愛訪問事業

平成12年より「愛のタオル１本運動」として、老人ク
ラブ会員等より寄附頂いたタオルを、女性部員を中心
として雑巾にして
います。会員60
名が集まり、ひと
針ひと針丁寧に縫
いあげ、町内、郡
内の医療機関・福
祉施設・教育機関
等へお届けしまし
た。

５月24日（金）

草津町盲人会　料理教室

草津町盲人会　老人ホーム視察

盲人会では、毎年２回料理教
室を行っております。今回は
そうめん（冷や汁風）を作り、
おいしくいただきました。

埼玉県深谷市にあります、社会福祉法人日本失明者協
会の養護盲老人ホーム「ひとみ園」を視察に行ってき
ました。現在、群馬県からの入居者もいるとのこと。

６月13日（木）

６月６日（木）

草津町遺族の会　忠霊塔清掃

忠霊塔の清掃
と花植えを行
いました。

６月12日（水）

赤十字奉仕団　団員講習会

定期総会終了後、団員講習で、「一般救命講習」をおこな
いました。
吾妻広域町村圏振
興整備組合西部消
防署の皆様を講師
に、心肺蘇生法や
AEDの使用方法
について学びまし
た。
参加された団員の
皆さま真剣に取り
組まれていまし
た。

５月22日（水）
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ふくし
　トピックス

◉対象者
　町内在住で、介護保険において要支援・要介護の認定を受けている方
◉営業日・時間
　月曜日～金曜日　午前９時～午後４時15分　※自宅まで送迎いたします。
お問合せ　０２７９－８８－１０６５

デイサービスセンター利用者募集！
　初

初めまして？

めて、５月１日より社会福祉協
議会、ホームヘルパーとして働かせ
ていただいております。甲斐と申し
ます。皆様に少しでもお役に立てる
よう、勉強していきたいと思います
ので、よろしくお願いいたします。甲斐由晴

新 任 職 員

車椅子の貸出を
行っています。

知的障害児者余暇支援
ダンス・ダンス・ダンス
参加者募集!!

　高齢者や身体に障害のある方及び
傷病のため自宅にて療養中の方へ、
草津町社会福祉協議会及びボランテ

ィアサークルやすらぎの会で所有している車いす・スロ
ープ・点字器等の貸出を行っています。
　また、福祉団体や地域活動、ボランティア活動を目的
とするグループに、高齢者疑似体験セット・プロジェク
ター・テント等の貸出を行っております。
　貸出期間は、原則といたしまして２週間以内です。
　借用をご希望されます方は、社会福祉協議会窓口まで
お問い合わせください。

賛助会費のご協力をお願いしております。
　草津町社会福祉協議会の財源は、会費をはじめ寄附金や町
からの補助金、共同募金配分金から成り立っております。
　会費につきましては、社会福祉協議会が行う地域福祉活動
で、地域の皆様一人ひとりに主体的に参加していただき、地
域福祉を支える基盤となるものです。この会費が社会福祉協
議会の自主財源のひとつになっております。平成29年度に
町民の皆様や各企業の方々よりお預かりいたしました会費は
下記事業に活用させていただきました。

敬老祝い金及び歳末慰問品・戦没者追悼式・やすらぎ福祉大
会・大会派遣費・研修会参加費・障がい児/者福祉活動費・
ボランティア活動育成事業・福祉教育費・「社協だより」発
行・健康福祉フェスティバル費　　等

　草津町の福祉活動の充実と強化のため、主旨をご理解いた

だき、賛助会員へのご加入をお願い申し上げます。
　ご賛同いただける方は、こちらから伺いますのでご連絡を
お待ちしております。または草津町社会福祉協議会にお出掛
けの折にお願いできれば幸甚です。下記金融機関でも直接振
込が出来ますのでご案内させていただきます。（手数料は無料
です。専用振込依頼書をご利用ください。）
賛助会費は、一口 3,000円
特別会費は、一口　10,000円
＜取扱い金融機関＞
群馬銀行　　　　　草津支店　　　　普通　０３３５９６８
ぐんまみらい信用組合草津温泉支店　普通　０１１７２２９
東和銀行　　　　　草津支店　　　　普通　０３４１５２０
北群馬信用金庫　　草津支店　　　　普通　００７９０３１
※詳しくは、草津町社会福祉協議会事務局（☎88－1050）までお願い致します。

エコキャップ回収
　皆様が集めて、回収させていた
だいたエコキャップ・プルタブは、
回収業者（アルファ・ジャパン）
が回収・売却し、収益の一部を、

ＮＰＯ法人「世界の子どもにワクチンを日本委員会」（Ｊ
ＣＶ）に寄付しております。
　◉エコキャップ１㎏（約430個）＝約５円（寄付額）
　◉ポリオワクチン（小児麻痺）一人分＝約20円
　◉�エコキャップ４㎏（約1,720個）＝ポリオワクチン一人分
　◉プルタブはドラム缶８本分（約800㎏）で、車椅子１台を

施設等に寄贈しています。
エコキャップ収集場所
草津小学校・草津町総合保健福祉センター
※�エコキャップ・プルタブは、それぞれポリ袋等にまと
めて詰めて出してください。
平成30年度　エコキャップ・プルタブ回収報告
エコキャップ　647㎏　278,210個
　寄付ワクチン代　3,235円（2161人分）
プルタブ　115.8㎏（ドラム缶８本分(800㎏ )で車椅子
を寄付）

　草津町社協では、６月より赤い羽根共同募金の助成を
受け、嬬恋村社協・長野原町社協との共催で、知的障害
児・者の方たちの余暇活動支援が始まりました。
　その名も「ダンス・ダンス・ダンス」。
　毎月１回音楽に合わせて自由に！楽しく!!体を動かし、
一緒にダンスを楽しみましょう♪親子での参加や本人さ
んだけの参加もOKです。

日時：毎月第４土曜日　午前10時～ 11時30分　
場所：嬬恋村東部小学校　浅間嶺ホール
　　　(※嬬恋会館　駐車場奥)
講師：島村　瑞記先生
参加費：無料
持ち物：飲み物、上履き
※社協ホームページにも活動の様子や予定をアップする
ので、ご確認ください



草津町社会福祉協議会では地域福祉の向上を目指しています

Ｎｏ,6★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://www.kusatsu-shakyo.com/

行 事 予 定

7月 ・社会を明るくする運動パレード（10日） 10月
・草津町やすらぎ福祉大会（４日）

・健康福祉フェスティバル（20日）

８月 ・群馬県戦没者追悼式（15日） 11月 ・草津町人権福祉講演会（22日）

９月
・手をつなぐ育成会福祉パレード（10日）

�・敬老祝い事業（９日）

・草津町戦没者追悼式（30日）
12月 ・歳末たすけあい募金・歳末慰問事業

令和１年

折り紙で兜を
折って鱗にし
て鯉のぼり

鯉のぼり
製作風景

フエルトを切
って丸めてコ
サージュ作り

荻原先生をお招
きしてヨガを教わります。

子育てひろばすくすく

ママフィット

すくすくの様子です。
色々なことやってい
ますので遊びに来て
ください。

AED講座

いきいきプラザ草津

つつじを見なが
ら公園を散策

お花見の後
浅間酒造でお昼ごはん


