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足利市社会福祉協議会は、「共に生き、共に支え合う福祉のまちづくり」をめざして活動しています。
地域福祉を推進する社会福祉協議会の事業は、会員の皆様による会費によって支えられています。

会員には、普通会員、特別会員、賛助会員があります。
今年も７月１日から会員募集をいたしますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。
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会員募集にご協力をお願いします会員募集にご協力をお願いします
足利市社会福祉協議会

　
11,705,426円

795,799円

1,709,534円
14,210,759円

【会員募集結果】
　普通会員（足利市内222自治会）
　特別会員（個人71人及び民生委員等）
　賛助会員（社会福祉施設・法人事業所等…239団体）　　
　
　　　　　　　　　　　　合　　計
　
【会費による主な事業】
　○地区社会福祉協議会の地域福祉活動事業
　○弁護士相談事業
　○敬老会への支援
　○「社協だより」及びホームページ等の広報活動
　○法人の運営事業

市民の皆さま

皆さまのご協力を
お願いいたします！

平成３０年度会員募集への
　　ご協力ありがとうございました
平成３０年度会員募集への
　　ご協力ありがとうございました

普通会員 300円

個人特別会員 1,000円1口

1口社会福祉施設・
法人事業所 等賛助会員 5,000円

（１世帯目安額）

社 協 会 費
普通会員 ・ 特別会員 ・ 賛助会員

寄附金等 県・市などからの
委託料・補助金等

「支え合い 地域の絆 深めよう」（小学生の部）　
「助け合う あなたの心が地域を変える」（中学生の部）　
「人助け 一歩踏み出す その勇気」（一般の部）

ふれあいレクリエーションの様子

５月19日（日）に市内のボランティアや障がい者施設、
各種団体等の協力により、だれもが参加し楽しめる
「足利市ふれあいのつどい」を足利市民体育館で開
催しました。天候にも恵まれ、お子さまから障がい
のある方、高齢者な
ど多くの皆さまにご
来場いただき、素晴
らしい「一日」にな
りました。

第39回 足利市ふれあいのつどいを開催しました
多くの市民の皆さまにご来場いただき、

ありがとうございました

サマーボランティアスクール
参加者大募集！

詳しくは、各学校で配布するチラシをご覧ください！
問合せ：ボランティアセンター 0284－44－1357

赤い羽根小学生親子ボランティアスクール
●開催日：７月２６日（金）８時30分～午後4時30分
●場　所：とちぎ福祉プラザ・わかくさアリーナ（宇都宮市）
●対　象：市内に在住する小学生の親子　20組40名
●内　容：共同募金・日赤活動資金についてのお話
　　　　　日赤栃木県支部災害救援倉庫の見学
　　　　　ニュースポーツ (コントロール・アタック) 体験 
●参加費：ひとり700円 (お弁当・飲み物付)
　※当日は貸切バスでの移動になります。
　　電話にてお申し込みください。

中学生・高校生のボランティアスクール
●期　間：8月５日（月）～７日（水）の３日間
●対　象：市内に在住・在学する中学生・高校生20名
●内　容：視覚に障がいのある方との交流、
　　　　　ボランティア活動（音訳・点訳）の体験
●参加費：300円

　※学校を通してお申し込みください。なかなか体験できな
　　い活動です。この機会にぜひチャレンジしてください！

令和元(2019)年度歳末たすけあい配分事業

葉鹿地区（東光寺幼稚園　葉鹿町２２４番地）
  ９月  ８日（日）　午前１０時～正午
12月 ８日 （日）　午前１０時～正午
 ３月  ８日  （日）　午前１０時～正午

（６月 ９日 （日）　実施済みです）

御厨地区（御厨公民館　百頭町2024番地1）
 7月27日（土）   午後１時３０分～午後３時
 2月29日（土）   午後１時３０分～午後３時

三重地区（三重公民館　五十部町472番地）
  8月24日（土）   午前10時～午前11時３０分
12月21日（土）  午前10時～午前11時３０分

山辺地区（山辺公民館　堀込町2843番地）
  ２月中実施予定　 午後１時３０分～午後３時

お陽さまカフェ
（障がい児者ふれあいサロン)

※申込不要です。参加費無料
※北郷地区は５月に実施済みです

足利市視覚障害者福祉ホームでは、毎週木曜日の、午後１時～３時まで
中途失明者の方が白杖を使っての歩行訓練を行っています。
　訓練をしている方々が地域で白杖を持って歩いています。どうぞ見か
けましたら、温かく声を掛けて、支援してください。

中途失明者の為の白杖の使い方や
歩行訓練を行っています

障がいのある方、保護者、介護者など誰でも
参加できます。お気軽にご参加ください。

足利市社会福祉協議会
福祉標語

平成29年度～令和3年度
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平成３０年度に実施した事業と決算について報告します平成３０年度に実施した事業と決算について報告します

救急法　救急員養成講習（全2日間）
9／7㈯・9／8㈰　
午前9時30分 ～ 午後5時
内　容：救急時の対応、けがの手当、
　　　　搬送のしかた、
　　　　災害時の心得 等
対　象：救急法基礎講習認定証の
　　　　有効期限以内
費　用：1,700円 

健康生活支援講習　支援員養成講習（全2日間）
10／26㈯ 
内　容：①高齢者の健康と安全
　　　　②地域における高齢者支援・感染予防
　　　　③ねたきりを予防するために、望ましい居室、寝返りの仕方
10／27㈰ 
内　容：④車いすでの移動、食事介助（口腔ケア）と排泄のお世話
　　　　⑤からだの清潔、着替えの介助
　　　　⑥認知症高齢者の対応、看取り、ハンドケア 等
対　象：全講習受講は15歳以上の一般の方　
時　間：①④／9:30～11:30　②⑤／12:15～14:15　③⑥／14:30～16:30
費　用：900円

足利赤十字病院にて各種講習会が開催されます。 赤十字講習会

１.「皆が参加し支え合う福祉の風土をつくる」に関する事業
　　①学校における福祉教育の実施　②住民の福祉理解・啓発の推進　③障がい児者ふれあいスポーツ交流会
　　④障がい児者ふれあいサロンの開催　⑤出前福祉講座の実施　⑥赤い羽根シネマ・赤い羽根パートナーミーティング

２.「住民の身近なところで様々な地域福祉活動を推進する」に関する事業
　　①ふれあい・いきいきサロンの普及・支援　②給食サービス、会食会、友愛訪問等への支援　
　　③高齢者等の救急時安心事業（安心キット）の推進　④ふれあい子育てサロンの普及・支援　
　　⑤地区社会福祉協議会への支援(支部設置の推進、講習会の開催)　 ⑥車いす、特殊寝台貸与事業の実施　
　　⑦リフト付き福祉車両貸出事業の実施　⑧福祉協力員の強化

３.「福祉活動の担い手を支援する」に関する事業
　　①ボランティアの養成及び育成(手話・点訳・傾聴・災害)　 ②小・中・高校生のボランティアスクールの開催　
　　③市民活動助成事業の実施　④在宅介護者への支援　⑤出前福祉講座の実施

４.「安心して暮らせる地域づくりを進める」に関する事業
　　①災害ボランティアセンター設置運営訓練・情報交換会の開催　②「市民向け」災害ボランティア講座の開催
　　③日常生活自立支援事業の実施　④成年後見制度の普及啓発　⑤「足利流こども食堂」設置事業の支援

５.「いつでも相談ができる適切な情報が得られる仕組みづくりを進める」に関する事業
　　①心配ごと相談、弁護士相談の実施　②生活福祉資金等貸付事業の実施　③福祉金庫貸付事業の実施　
　　④手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業の実施

６. 在宅福祉事業の実施
　　①介護保険事業の実施　②足利市こども発達支援センターの運営
　　③障害児相談支援事業所の運営

７. 福祉施設等の経営
　　①母子生活支援施設さわらごハイム足利の受託経営　②児童養護施設泗水学園の受託経営　
　　③児童館(にしこども館、八幡こども館)の受託経営　④保育園(わかば保育園、しんまち保育園)の経営　
　　⑤足利市視覚障害者福祉ホームの経営　⑥足利市総合福祉センターの経営

８. その他の事業
　　①日本赤十字事業への協力　②共同募金事業への協力

収入・支出決算収入・支出決算

貸借対照表
平成31年03月31日現在

勘　定　科　目
会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
介護保険事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
施設整備等補助金収入
長期運営資金借入金収入
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入

合　　　計

金　　　額
14,210,759 

3,612,543 
145,165,144 

9,744,652 
2,923,000 
1,003,500 

25,678,118 
296,762,675 
207,598,300 

40,145,702 
11,170 

19,374,666 
0 
0 

8,505,235 
49,280,940 

824,016,404 

【収入】

金　　　額
129,435,887 

13,962,772 
1,262,056 

19,478,251 
2,098,781 

351,732 
9,059,091 
3,654,000 

24,211,201 
4,076,069 

120,101,853 
112,969,453 
238,846,875 

0 
2,747,364 

53,267,241 
12,235,607 
16,352,740 
43,196,371 

5,362,206 
7,191,507 

819,861,057 

勘　定　科　目
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
足利市視覚障害者福祉ホーム
わかば保育園
しんまち保育園
泗水学園
泗水学園アフターケア事業
泗水学園児童クラブ
さわらごハイム足利
八幡こども館
にしこども館
足利市こども発達支援センター
障害児相談支援事業
足利市総合福祉センター

合　　　計

【支出】 （単位：円）

資産の部 負債の部

純資産の部

増　減
-50,663,242
-30,338,108
-20,353,827

0
28,693

0
-4,521,748
-10,810,215

0
-10,810,215

0
6,288,467

0
0

-192,675
-167,307
-68,971

-1,152,828
455,949
731,000

-48,388,976
-1,812,630
-390,446

38,000,000
0

20,890,000
0

-1,637,000
22,351

-55,184,990

流動資産
　現金預金
　事業未収金
　立替金
　前払費用
　仮払金
固定資産
 基本財産
　土地
　建物
　定期預金
 その他の固定資産
　土地
　建物
　建物附属設備
　構築物
　機械及び装置
　車輌運搬具
　器具及び備品
　長期貸付金
　退職給付引当資産
　地域福祉振興基金積立資産
　経営安定基金積立資産
　人件費積立資産(措置施設)
　人件費積立資産(保育所施設)
　施設整備等積立資産
　施設整備等積立資産（措置施設）
　保育所施設・設備整備積立資産
　長期前払費用

資産の部合計

流動負債
　事業未払金
　預り金
　職員預り金
　仮受金

固定負債
　長期運営資金借入金
　退職給付引当金
負債の部合計

基本金
基金
　地域福祉振興基金
　経営安定基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
　人件費積立金（措置施設）
　人件費積立金（保育所施設）
　施設整備等積立金
　施設整備等積立金（措置施設）
　保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額
　(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

当年度末
49,703,380
37,435,609
4,870,587
7,397,184

0

61,261,423
40,000

61,221,423
110,964,803

9,439,000
177,033,685
113,447,789
63,585,896
272,597,695
203,028,350
79,738,470
23,897,245
30,351,055
6,911,220
62,130,360
361,116,750
47,931,623

1,023,215,480
1,134,180,283

前年度末
104,521,969
90,728,217
5,205,339
8,588,413

0

109,650,399
40,000

109,610,399
214,172,368

9,439,000
179,236,761
115,260,419
63,976,342
278,808,902
145,775,350
41,738,470
23,897,245
9,461,055
6,911,220
63,767,360
361,932,892
-28,589,137

975,192,905
1,189,365,273

増　減
-54,818,589
-53,292,608
-334,752
-1,191,229

0

-48,388,976
0

-48,388,976
-103,207,565

0
-2,203,076
-1,812,630
-390,446
-6,211,207
57,253,000
38,000,000

0
20,890,000

0
-1,637,000
-816,142

76,520,760

48,022,575
-55,184,990

前年度末
238,704,175
194,439,388
43,901,966

9,675
353,146

0
950,661,098
343,919,262
139,859,431
202,359,831
1,700,000

606,741,836
152,557,601

1
385,350
1,005,953
87,663

3,142,607
3,278,701
11,614,500
109,610,399
115,260,419
63,976,342
41,738,470
23,897,245
9,461,055
6,911,220
63,767,360

46,950

1,189,365,273

当年度末
188,040,933
164,101,280
23,548,139

9,675
381,839

0
946,139,350
333,109,047
139,859,431
191,549,616
1,700,000

613,030,303
152,557,601

1
192,675
838,646
18,692

1,989,779
3,734,650
12,345,500
61,221,423
113,447,789
63,585,896
79,738,470
23,897,245
30,351,055
6,911,220
62,130,360

69,301

1,134,180,283

＊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。
＊講習会場は講堂を使用し、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名以下のだった場合は、中止になることがあります。
＊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。
＊申込みはホームページまたはFAX（028ｰ624ｰ4940）で受付けます。
　電話での申込みは受付けておりません。ご不明な点は、日本赤十字社栃木県支部　事業推進課　健康安全係
　【電話：０２８－６２２－４８０１】にお問い合わせください。※平日午前9時～午後5時(土日祝日除きます)

足利市社会福祉協議会には、個人をはじめ、法人・団体など、多くの方からの善意のご寄附が寄せられています。
いただいた寄附金は、地域の福祉活動を推進していく事業の大きな支えとなっており、地域福祉のさらなる向
上を目指し、ボランティア活動・福祉事業・啓発活動・施設運営などに活用させていただいております。

【法人本部】足利☆愛犬ファーム・パチンコプラザラ・カータ花ぞの店・足利市東ライオンズクラブ・小曽根せつ子・パン専門店茶々
足利織姫園芸クラブ・織姫公民館文化祭実行委員会・株式会社フライトワン・フライトワンゴルフコンペ参加者一同・匿名3件

【さわらごハイム足利】絵本の読み聞かせクルリンパ
【泗水学園】絵本の読み聞かせクルリンパ・岩上敏雄他6名・持斉征勇・匠屋ラーメン・足利南FC・斉藤舞子・アイランド
足利店・小林春夫・本多智紀・匿名3件

【八幡こども館】石﨑泰代・臼井ヒサエ

ご寄附、ご奉仕ありがとうございました ご寄附、ご奉仕ありがとうございました ご寄附、ご奉仕ありがとうございました （平成31年4月～5月）

地域福祉活動計画に基づき、地区社会福祉協議会と連携して地域福祉の推進に努めました。

（敬称略・順不同）

（単位：円）
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平成３０年度に実施した事業と決算について報告します平成３０年度に実施した事業と決算について報告します

救急法　救急員養成講習（全2日間）
9／7㈯・9／8㈰　
午前9時30分 ～ 午後5時
内　容：救急時の対応、けがの手当、
　　　　搬送のしかた、
　　　　災害時の心得 等
対　象：救急法基礎講習認定証の
　　　　有効期限以内
費　用：1,700円 

健康生活支援講習　支援員養成講習（全2日間）
10／26㈯ 
内　容：①高齢者の健康と安全
　　　　②地域における高齢者支援・感染予防
　　　　③ねたきりを予防するために、望ましい居室、寝返りの仕方
10／27㈰ 
内　容：④車いすでの移動、食事介助（口腔ケア）と排泄のお世話
　　　　⑤からだの清潔、着替えの介助
　　　　⑥認知症高齢者の対応、看取り、ハンドケア 等
対　象：全講習受講は15歳以上の一般の方　
時　間：①④／9:30～11:30　②⑤／12:15～14:15　③⑥／14:30～16:30
費　用：900円

足利赤十字病院にて各種講習会が開催されます。 赤十字講習会

１.「皆が参加し支え合う福祉の風土をつくる」に関する事業
　　①学校における福祉教育の実施　②住民の福祉理解・啓発の推進　③障がい児者ふれあいスポーツ交流会
　　④障がい児者ふれあいサロンの開催　⑤出前福祉講座の実施　⑥赤い羽根シネマ・赤い羽根パートナーミーティング

２.「住民の身近なところで様々な地域福祉活動を推進する」に関する事業
　　①ふれあい・いきいきサロンの普及・支援　②給食サービス、会食会、友愛訪問等への支援　
　　③高齢者等の救急時安心事業（安心キット）の推進　④ふれあい子育てサロンの普及・支援　
　　⑤地区社会福祉協議会への支援(支部設置の推進、講習会の開催)　 ⑥車いす、特殊寝台貸与事業の実施　
　　⑦リフト付き福祉車両貸出事業の実施　⑧福祉協力員の強化

３.「福祉活動の担い手を支援する」に関する事業
　　①ボランティアの養成及び育成(手話・点訳・傾聴・災害)　 ②小・中・高校生のボランティアスクールの開催　
　　③市民活動助成事業の実施　④在宅介護者への支援　⑤出前福祉講座の実施

４.「安心して暮らせる地域づくりを進める」に関する事業
　　①災害ボランティアセンター設置運営訓練・情報交換会の開催　②「市民向け」災害ボランティア講座の開催
　　③日常生活自立支援事業の実施　④成年後見制度の普及啓発　⑤「足利流こども食堂」設置事業の支援

５.「いつでも相談ができる適切な情報が得られる仕組みづくりを進める」に関する事業
　　①心配ごと相談、弁護士相談の実施　②生活福祉資金等貸付事業の実施　③福祉金庫貸付事業の実施　
　　④手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業の実施

６. 在宅福祉事業の実施
　　①介護保険事業の実施　②足利市こども発達支援センターの運営
　　③障害児相談支援事業所の運営

７. 福祉施設等の経営
　　①母子生活支援施設さわらごハイム足利の受託経営　②児童養護施設泗水学園の受託経営　
　　③児童館(にしこども館、八幡こども館)の受託経営　④保育園(わかば保育園、しんまち保育園)の経営　
　　⑤足利市視覚障害者福祉ホームの経営　⑥足利市総合福祉センターの経営

８. その他の事業
　　①日本赤十字事業への協力　②共同募金事業への協力

収入・支出決算

貸借対照表貸借対照表
平成31年03月31日現在

勘　定　科　目
会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
介護保険事業収入
児童福祉事業収入
保育事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
施設整備等補助金収入
長期運営資金借入金収入
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入

合　　　計

金　　　額
14,210,759 

3,612,543 
145,165,144 

9,744,652 
2,923,000 
1,003,500 

25,678,118 
296,762,675 
207,598,300 

40,145,702 
11,170 

19,374,666 
0 
0 

8,505,235 
49,280,940 

824,016,404 

【収入】

金　　　額
129,435,887 

13,962,772 
1,262,056 

19,478,251 
2,098,781 

351,732 
9,059,091 
3,654,000 

24,211,201 
4,076,069 

120,101,853 
112,969,453 
238,846,875 

0 
2,747,364 

53,267,241 
12,235,607 
16,352,740 
43,196,371 

5,362,206 
7,191,507 

819,861,057 

勘　定　科　目
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
足利市視覚障害者福祉ホーム
わかば保育園
しんまち保育園
泗水学園
泗水学園アフターケア事業
泗水学園児童クラブ
さわらごハイム足利
八幡こども館
にしこども館
足利市こども発達支援センター
障害児相談支援事業
足利市総合福祉センター

合　　　計

【支出】 （単位：円）

資産の部 負債の部

純資産の部

増　減
-50,663,242
-30,338,108
-20,353,827

0
28,693

0
-4,521,748
-10,810,215

0
-10,810,215

0
6,288,467

0
0

-192,675
-167,307
-68,971

-1,152,828
455,949
731,000

-48,388,976
-1,812,630
-390,446

38,000,000
0

20,890,000
0

-1,637,000
22,351

-55,184,990

流動資産
　現金預金
　事業未収金
　立替金
　前払費用
　仮払金
固定資産
 基本財産
　土地
　建物
　定期預金
 その他の固定資産
　土地
　建物
　建物附属設備
　構築物
　機械及び装置
　車輌運搬具
　器具及び備品
　長期貸付金
　退職給付引当資産
　地域福祉振興基金積立資産
　経営安定基金積立資産
　人件費積立資産(措置施設)
　人件費積立資産(保育所施設)
　施設整備等積立資産
　施設整備等積立資産（措置施設）
　保育所施設・設備整備積立資産
　長期前払費用

資産の部合計

流動負債
　事業未払金
　預り金
　職員預り金
　仮受金

固定負債
　長期運営資金借入金
　退職給付引当金
負債の部合計

基本金
基金
　地域福祉振興基金
　経営安定基金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
　人件費積立金（措置施設）
　人件費積立金（保育所施設）
　施設整備等積立金
　施設整備等積立金（措置施設）
　保育所施設・設備整備積立金
次期繰越活動増減差額
　(うち当期活動増減差額)

純資産の部合計
負債及び純資産の部合計

当年度末
49,703,380
37,435,609
4,870,587
7,397,184

0

61,261,423
40,000

61,221,423
110,964,803

9,439,000
177,033,685
113,447,789
63,585,896
272,597,695
203,028,350
79,738,470
23,897,245
30,351,055
6,911,220
62,130,360
361,116,750
47,931,623

1,023,215,480
1,134,180,283

前年度末
104,521,969
90,728,217
5,205,339
8,588,413

0

109,650,399
40,000

109,610,399
214,172,368

9,439,000
179,236,761
115,260,419
63,976,342
278,808,902
145,775,350
41,738,470
23,897,245
9,461,055
6,911,220
63,767,360
361,932,892
-28,589,137

975,192,905
1,189,365,273

増　減
-54,818,589
-53,292,608
-334,752
-1,191,229

0

-48,388,976
0

-48,388,976
-103,207,565

0
-2,203,076
-1,812,630
-390,446
-6,211,207
57,253,000
38,000,000

0
20,890,000

0
-1,637,000
-816,142

76,520,760

48,022,575
-55,184,990

前年度末
238,704,175
194,439,388
43,901,966

9,675
353,146

0
950,661,098
343,919,262
139,859,431
202,359,831
1,700,000

606,741,836
152,557,601

1
385,350
1,005,953
87,663

3,142,607
3,278,701
11,614,500
109,610,399
115,260,419
63,976,342
41,738,470
23,897,245
9,461,055
6,911,220
63,767,360

46,950

1,189,365,273

当年度末
188,040,933
164,101,280
23,548,139

9,675
381,839

0
946,139,350
333,109,047
139,859,431
191,549,616
1,700,000

613,030,303
152,557,601

1
192,675
838,646
18,692

1,989,779
3,734,650
12,345,500
61,221,423
113,447,789
63,585,896
79,738,470
23,897,245
30,351,055
6,911,220
62,130,360

69,301

1,134,180,283

＊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。
＊講習会場は講堂を使用し、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名以下のだった場合は、中止になることがあります。
＊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。
＊申込みはホームページまたはFAX（028ｰ624ｰ4940）で受付けます。
　電話での申込みは受付けておりません。ご不明な点は、日本赤十字社栃木県支部　事業推進課　健康安全係
　【電話：０２８－６２２－４８０１】にお問い合わせください。※平日午前9時～午後5時(土日祝日除きます)

足利市社会福祉協議会には、個人をはじめ、法人・団体など、多くの方からの善意のご寄附が寄せられています。
いただいた寄附金は、地域の福祉活動を推進していく事業の大きな支えとなっており、地域福祉のさらなる向
上を目指し、ボランティア活動・福祉事業・啓発活動・施設運営などに活用させていただいております。

【法人本部】足利☆愛犬ファーム・パチンコプラザラ・カータ花ぞの店・足利市東ライオンズクラブ・小曽根せつ子・パン専門店茶々
足利織姫園芸クラブ・織姫公民館文化祭実行委員会・株式会社フライトワン・フライトワンゴルフコンペ参加者一同・匿名3件

【さわらごハイム足利】絵本の読み聞かせクルリンパ
【泗水学園】絵本の読み聞かせクルリンパ・岩上敏雄他6名・持斉征勇・匠屋ラーメン・足利南FC・斉藤舞子・アイランド
足利店・小林春夫・本多智紀・匿名3件

【八幡こども館】石﨑泰代・臼井ヒサエ

ご寄附、ご奉仕ありがとうございました ご寄附、ご奉仕ありがとうございました ご寄附、ご奉仕ありがとうございました （平成31年4月～5月）

地域福祉活動計画に基づき、地区社会福祉協議会と連携して地域福祉の推進に努めました。

（敬称略・順不同）

　　　　搬送のしかた、　　　　搬送のしかた、　　　　搬送のしかた、　　　　搬送のしかた、　　　　搬送のしかた、
　　　　災害時の心得 等　　　　災害時の心得 等　　　　災害時の心得 等　　　　災害時の心得 等　　　　災害時の心得 等　　　　災害時の心得 等　　　　災害時の心得 等　　　　災害時の心得 等　　　　災害時の心得 等　　　　災害時の心得 等　　　　災害時の心得 等　　　　災害時の心得 等　　　　災害時の心得 等　　　　災害時の心得 等

救急法基礎講習認定証の救急法基礎講習認定証の救急法基礎講習認定証の救急法基礎講習認定証の救急法基礎講習認定証の救急法基礎講習認定証の救急法基礎講習認定証の救急法基礎講習認定証の救急法基礎講習認定証の救急法基礎講習認定証の救急法基礎講習認定証の救急法基礎講習認定証の救急法基礎講習認定証の救急法基礎講習認定証の救急法基礎講習認定証の救急法基礎講習認定証の救急法基礎講習認定証の救急法基礎講習認定証の救急法基礎講習認定証の救急法基礎講習認定証の救急法基礎講習認定証の救急法基礎講習認定証の救急法基礎講習認定証の
　　　　有効期限以内　　　　有効期限以内　　　　有効期限以内　　　　有効期限以内　　　　有効期限以内

（単位：円）
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足利市社会福祉協議会は、「共に生き、共に支え合う福祉のまちづくり」をめざして活動しています。
地域福祉を推進する社会福祉協議会の事業は、会員の皆様による会費によって支えられています。

会員には、普通会員、特別会員、賛助会員があります。
今年も７月１日から会員募集をいたしますので、ご理解、ご協力をお願いいたします。

No.277
令和元年

7　1
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足利市社会福祉協議会
マスコットキャラクター

あしのすけ

会員募集にご協力をお願いします会員募集にご協力をお願いします
足利市社会福祉協議会

　
11,705,426円

795,799円

1,709,534円
14,210,759円

【会員募集結果】
　普通会員（足利市内222自治会）
　特別会員（個人71人及び民生委員等）
　賛助会員（社会福祉施設・法人事業所等…239団体）　　
　
　　　　　　　　　　　　合　　計
　
【会費による主な事業】
　○地区社会福祉協議会の地域福祉活動事業
　○弁護士相談事業
　○敬老会への支援
　○「社協だより」及びホームページ等の広報活動
　○法人の運営事業

市民の皆さま

皆さまのご協力を
お願いいたします！

平成３０年度会員募集への
　　ご協力ありがとうございました
平成３０年度会員募集への
　　ご協力ありがとうございました

普通会員 300円

個人特別会員 1,000円1口

1口社会福祉施設・
法人事業所 等賛助会員 5,000円

（１世帯目安額）

社 協 会 費
普通会員 ・ 特別会員 ・ 賛助会員

寄附金等 県・市などからの
委託料・補助金等

「支え合い 地域の絆 深めよう」（小学生の部）
「助け合う あなたの心が地域を変える」（中学生の部）
「人助け 一歩踏み出す その勇気」（一般の部）

「支え合い 地域の絆 深めよう」（小学生の部）　
「助け合う あなたの心が地域を変える」（中学生の部）　
「人助け 一歩踏み出す その勇気」（一般の部）

ふれあいレクリエーションの様子

５月19日（日）に市内のボランティアや障がい者施設、
各種団体等の協力により、だれもが参加し楽しめる
「足利市ふれあいのつどい」を足利市民体育館で開
催しました。天候にも恵まれ、お子さまから障がい
のある方、高齢者な
ど多くの皆さまにご
来場いただき、素晴
らしい「一日」にな
りました。

第39回 足利市ふれあいのつどいを開催しました
多くの市民の皆さまにご来場いただき、

ありがとうございました

サマーボランティアスクール
参加者大募集！

詳しくは、各学校で配布するチラシをご覧ください！
問合せ：ボランティアセンター 0284－44－1357

赤い羽根小学生親子ボランティアスクール
●開催日：７月２６日（金）８時30分～午後4時30分
●場　所：とちぎ福祉プラザ・わかくさアリーナ（宇都宮市）
●対　象：市内に在住する小学生の親子　20組40名
●内　容：共同募金・日赤活動資金についてのお話
　　　　　日赤栃木県支部災害救援倉庫の見学
　　　　　ニュースポーツ (コントロール・アタック) 体験 
●参加費：ひとり700円 (お弁当・飲み物付)
　※当日は貸切バスでの移動になります。
　　電話にてお申し込みください。

中学生・高校生のボランティアスクール
●期　間：8月５日（月）～７日（水）の３日間
●対　象：市内に在住・在学する中学生・高校生20名
●内　容：視覚に障がいのある方との交流、
　　　　　ボランティア活動（音訳・点訳）の体験
●参加費：300円

　※学校を通してお申し込みください。なかなか体験できな
　　い活動です。この機会にぜひチャレンジしてください！

令和元(2019)年度歳末たすけあい配分事業

葉鹿地区（東光寺幼稚園　葉鹿町２２４番地）
  ９月  ８日（日）　午前１０時～正午
12月 ８日 （日）　午前１０時～正午
 ３月  ８日  （日）　午前１０時～正午

（６月 ９日 （日）　実施済みです）

御厨地区（御厨公民館　百頭町2024番地1）
 7月27日（土）   午後１時３０分～午後３時
 2月29日（土）   午後１時３０分～午後３時

三重地区（三重公民館　五十部町472番地）
  8月24日（土）   午前10時～午前11時３０分
12月21日（土）  午前10時～午前11時３０分

山辺地区（山辺公民館　堀込町2843番地）
  ２月中実施予定　 午後１時３０分～午後３時

お陽さまカフェ
（障がい児者ふれあいサロン)

※申込不要です。参加費無料
※北郷地区は５月に実施済みです

足利市視覚障害者福祉ホームでは、毎週木曜日の、午後１時～３時まで
中途失明者の方が白杖を使っての歩行訓練を行っています。
　訓練をしている方々が地域で白杖を持って歩いています。どうぞ見か
けましたら、温かく声を掛けて、支援してください。

中途失明者の為の白杖の使い方や
歩行訓練を行っています

障がいのある方、保護者、介護者など誰でも
参加できます。お気軽にご参加ください。

足利市社会福祉協議会
福祉標語

平成29年度～令和3年度




