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●自治会 

●個人社員 

●足利赤十字病院職員 

●その他 

　合計 

12,527,436 円 

372,000 円 

1,726,390 円 

154 円 

14,625,980 円 

　毎年５月は日本赤十字社の創立の月であり、昭和40年から5月を中心として「赤十字社員増強運動」を
全国的に展開しています。日本赤十字社の活動資金は、国や自治体の助成等ではなく、独立した団体と
して、赤十字社員によって毎年一定額を拠出していただく「社費」と一般の皆さまから寄せられる「寄附
金」の２つによって支えられています。 
　お寄せいただきました活動資金につきましては災害救護活動をはじめ、血液事業や救急法等の講習・
青少年赤十字の活動等に有効に活用させていただいております。 
　本年度も日本赤十字社の活動資金募集にご理解、ご協力をお願いいたします。 

結　　　果 

平成25年度末まで 

平成26年度 

　累計 

75,015,781 円 

498,936 円 

75,514,717 円 

平成26年度日赤社資募集に 
ご協力いただきありがとうございました。 

日本赤十字社活動資金に 
ご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。 
日本赤十字社活動資金に 
ご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。 
日本赤十字社活動資金に 
ご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。 

東日本大震災義援金について 
　足利市と足利市社会福祉協議会では、東日本大震災が発生した平成２３年３月から市内各所に義援金
箱を設置し募集しています。多くの市民や団体などから義援金が寄せられ、日本赤十字社栃木県支部に
送金をしました。皆さまのご協力にお礼申し
あげます。 
　なお、義援金受付については、平成２８年
３月３１日までとなっておりますので、引き続き
ご協力をよろしくお願いいたします。 

東日本大震災義援金について 東日本大震災義援金について 
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―平成２7年度の事業と予算のあらまし― ―平成２7年度の事業と予算のあらまし― ―平成２7年度の事業と予算のあらまし― 
　本会は、社会福祉法に規定する「社会福祉を目的とする事業の企画及び実施」、「社会福祉に関する活動

への住民の参加のための援助」、「社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び

助成」、「社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業」を行うことにより地域福祉の

推進を図る団体であることから、地域福祉を推進する中核的な団体として、誰もが安心して暮らすことが

できる福祉のまちづくりを推進します。また、「第２次足利市地域福祉活動計画」に基づき次の事業を実施

します。 

１．地域福祉の推進 
　足利市及び地区社会福祉協議会等関係する機関、団体との協働により、地域福祉の推進に努めます。
事業の概要は次のとおりです。 
　・地区社協活動への支援及び充実　　　　　　　・見守り活動の推進及び充実 
　・ふれあいいきいきサロンの普及　　　　　　　・ふれあい子育てサロンの普及 
　・ボランティアの登録、斡旋、紹介　　　　　　・ボランティアグループの事業への支援・助成 
　・小学生、中学生ための各ボランティア講座の開催 
　・高校生のボランティアスクールの開催 
　・災害ボランティアセンターの設置・運営指針の作成 
　・日常生活自立支援事業（あすてらすあしかが）の活用促進　 ・成年後見制度の普及啓発 
　・心配ごと相談　　・弁護士相談　　・福祉金庫貸付相談　　 ・生活福祉資金貸付相談 
　・特殊寝台及び車いすの貸与事業　　・手話通訳者等、要約筆記者等の派遣及び斡旋 
　・リフト付き福祉車両の貸出　　　　・ニュースポーツ器具の貸出 
 
2．介護保険事業等の実施 
　在宅の要介護者の支援として、次の事業を実施します。 
　・居宅介護支援事業　・介護予防支援事業（ケアプランセンターすまいる） 
　・訪問介護事業　　　・介護予防訪問介護事業（ホームヘルプサービスおとずれ） 
　・在宅介護支援センター（足利市社協在宅介護支援センター） 
 
3．障害福祉サービス等の実施 
　・居宅介護サービス（ホームヘルプサービスおとずれ） 
　・移動支援事業（ホームヘルプサービスおとずれ） 
 
4．障害児通所支援事業の運営 
　・指定特定相談支援事業・指定障害児相談支援事業 
　・足利市こども発達支援センター（ぽけっとクラブ） 
 
5．福祉施設等の経営 
　　（設置経営）　・わかば保育園　・しんまち保育園 
　　　　　　　　・足利市総合福祉センター　　・足利市視覚障害者福祉ホーム 
　　（指定管理）　・母子生活支援施設 さわらごハイム足利　　・児童養護施設 泗水学園 
　　　　　　　・児童厚生施設 八幡こども館　　・児童厚生施設 にしこども館 
 
6．その他の事業 
　・栃木県共同募金会足利市支会事務局として共同募金事業への協力 
　　・日本赤十字社栃木県支部足利市地区事務局として日本赤十字事業への協力 

「共に生き、共に支え合う福祉のまちづくり」 
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収支予算 収支予算 

＊収支差額については、各サービス区分とも前期末残高を充当しています。 

（単位：千円） 

サ ー ビ ス 区 分 

法人運営事業 

地域福祉活動推進事業 

ボランティアセンター事業 

共同募金配分金事業 

意思疎通支援事業 

生活福祉資金貸付運営受託事業 

日常生活自立支援事業 

福祉金庫貸付事業 

居宅介護支援事業 

居宅介護等事業 

指定障害福祉サービス事業 

在宅介護支援センター 

足利市視覚障害者福祉ホーム 

保育園（２か所） 

泗水学園 

泗水学園アフターケア事業 

ながとろ児童クラブ 

さわらごハイム足利 

こども館（２か所） 

足利市こども発達支援センター 

障害児相談支援事業 

総合福祉センター 

収　入　計 

支　出　額 

　154,418 

15,526 

1,413 

22,398 

2,130 

580 

10,846 

2,700 

26,145 

38,415 

9,640 

204 

3,731 

205,157 

199,298 

280 

2,993 

55,034 

32,527 

43,875 

2,608 

7,990 

837,908

（平成27年1月～3月） （敬称略・順不同） ご寄附ありがとうございました ご寄附ありがとうございました ご寄附ありがとうございました 

（法人本部） 

★パチンコ　プライマリ鹿島 

★パチンコ　徳川１号店 

★足利小山信用金庫　信交会 

★パチンコプラザ　ラ・カー

タ足利店 

★桜小学校　児童会 

★ユニー㈱アピタ足利店 

（泗水学園） 

★アイランド足利店 

★金子　裕太 

★佐野市　匠屋ラーメン 

★宇都宮市　共進建設㈱ 

★Ｊｅｎｎｙ　Ｓａｍｐｓｏｎ 

★佐野市　岩上　敏雄 

★多田　一雄 

★宇都宮市　フィリップモリスジャパン 

★東京都　朝日菅財㈱ 

★館林市　ＮＰＯ法人　三松会 

★上村　秀子 

★石塚　栄治 

★佐野市　ハウス食品関東工場 

★茨城県　カスミグループ労働組合連合会 

　　　　　カスミユニオン 

★東京都　㈱カーブスジャパン　

　　　　　フードドライブ事務局 

★新堀　唯 

★読み聞かせボランティア 

（さわらごハイム足利） 

★ＮＰＯ法人　三松会 

★カーブス 

 

　　　　　　　　　他　匿名５件 

 

収　入　額 

　151,660 

15,408 

1,212 

22,398 

2,032 

580 

10,661 

1,800 

24,408 

42,226 

9,673 

1 

3,889 

205,321 

181,340 

280 

3,131 

60,949 

32,581 

36,458 

3,555 

7,924 

817,487
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ボランティア活動器材の 
貸し出しについて 

ボランティア活動器材の 
貸し出しについて 

ボランティア活動器材の 
貸し出しについて 

　足利赤十字病院にて各種講習会が開催されます。受講する際には日本赤十字
社栃木県支部事業推進課　健康安全係【�028-622-4801】までお申込
みください。（定員は、各講習会とも20名） 
＊講習開催日の3か月前の1日から、開催日の2週間前まで申込を受け付けます。 
＊締切りは2週間前、会場は講堂、定員は20名に達した場合受付終了となります。 
＊申込みが5名以下だった場合、中止になることがあります。 
＊電話受付　平日：午前9時～午後5時まで（土、日、祝日を除きます） 
＊受付状況については、日本赤十字社栃木県支部ホームページに掲載しています。 

内　容：急病、けがの手当、搬送、
救護 等 

対　象：救急法基礎講習認定証の
有効期限3年以内 

費　用：1,700円 

救急法 救急員養成講習（全2回） 
9/12（土）、13（日）午前9時～午後5時 

内　容：心肺蘇生、ＡＥＤの使い
方 等 

対　象：満15歳以上の方 
費　用：1,500円 

救急法 基礎講習 
7/25（土）午前10時～午後3時 

内　容：高齢者の健康と安全 等 
対　象：特になし 
費　用：0円 

健康生活支援講習短期講習 
（全1回） 

7/25（土）午後2時～午後4時 
11/7（土）午後2時～午後4時 

内　容：子どもに起こりやすい事
故の予防と対策 等 

対　象：15歳以上 
費　用：1,800円 

幼児安全法支援員養成講座（全2回） 
5/23（土）、24日（日） 
午前9時～午後5時 

10/10（土）、11日（日） 
午前9時～午後5時 

営利を目的としないボランティア活動や地域福祉
活動に役立てていただくために、器材の貸し出し
を行っています。 
申請は使用日の3カ月前から受け付けます。 

赤十字講習会のご案内 赤十字講習会のご案内 赤十字講習会のご案内 赤十字講習会のご案内 

ボランティア活動器材の 
貸し出しについて 

第31回アフリカ救援節食ディナー 
　　ご協力ありがとうございました。 
第31回アフリカ救援節食ディナー 
　　ご協力ありがとうございました。 
第31回アフリカ救援節食ディナー 
　　ご協力ありがとうございました。 
第31回アフリカ救援節食ディナー 
　　ご協力ありがとうございました。 

赤い羽根シネマ2015（3/15開催） 
多くの皆さまのご来場ありがとうございました。 

　去る、3月7日（土）に足利ボランティ

ア協会と共催で開催し、約280名の市民

の皆様のご参加をいただきました。 

　この益金は（社）協力隊を育てる会を

通して送金し、アフリカ救援として、今

年はルワマガナ小学校に

トイレを建設するために

使用されます。 

皆様のご協力ありがとう

ございました。 

　当日は、第1部205名、第2部244名の方にご来場いただきま
した。また、ロビーで開催しました「障がい福祉サービス事業
所による物品販売所」へも、たくさんの方にお立ちよりいただき、
誠にありがとうございました。 
　皆さまからお寄せいただきましたご意見を参考にして、共同
募金会からの配分を有意義に活用した上映会を企画していきた
いと思いますので、今後とも共同募金へのご理解ご協力をお願
い致します。 

　東日本大震災義援金へのご協力ありがとう
ございました。皆さまからお預かりしました
8,625円は、日本赤十字社栃木県支部を通じ
まして被災地に送らせていただきます。 

赤い羽根シネマ2015（3/15開催） 
多くの皆さまのご来場ありがとうございました。 
赤い羽根シネマ2015（3/15開催） 
多くの皆さまのご来場ありがとうございました。 

ポップコーン（4台）、わたあめ機（3台）かき氷機（1台）、テント（3張） 
卓上鉄板（2台）、鉄板（4台）、コンロ（8台）、テーブル（25台）、イス（50脚） 

足利市内の各種団体、施設等 

器 材  

①まずは、電話で予約状況を確認し、事前に予約をしてください。 
②申請書を提出してください。（申請書は、本会のホームページでダウンロード　
していただくか、直接福祉センターにお越しください。※印鑑が必要です。） 

申 請 方 法  

器 材  

1週間以内（使用日を含む） 貸 出 期 間  

無料 利 用 料  〈問合せ〉 
　ボランティアセンター 
　�44-1357  
　足利市東砂原町1072 
　総合福祉センター内 
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