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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。
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あしのすけ

会員を募集しますので ご協力をお願いします会員を募集しますので ご協力をお願いします
足利市社会福祉協議会

※今年は８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。

　
11,457,566円

785,300円

1,518,745円
13,761,611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75人及び民生委員等）
　賛助会員（社会福祉施設・法人事業所等…225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

新型コロナウィルス感染症の影響により、
今年度、以下の募金は募金開始月が変わり
ますので、ご了承ください。

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

社 協 会 費
普通会員 ・ 特別会員 ・ 賛助会員

寄附金等

足利市社会福祉協議会

県・市などからの
委託料・補助金等

会費の額は次のとおりです。会費の額は次のとおりです。会費の額は次のとおりです。
普通会員 特別会員 賛助会員

300円
（１世帯目安額）

1,000円
1口

5,000円
1口

市民の皆さま 個人 社会福祉施設・
法人事業所 等

　　　募金名
日赤活動資金
社協会費
赤い羽根共同募金
歳末たすけあい募金

　募金開始月
　６月１日から
　８月１日から
１０月１日から
１２月１日から

お 知 ら せ

足利市内には22地区の社会福祉協議会があり、それぞれの地区で地域の実情に
合わせて工夫しながら地域福祉活動を行っています！

　今回は、大橋地区の活動をご紹介します！

地区社会福祉協議会 活動紹介

　大橋地区社会福祉協議会は「福祉にかかわる事項について、地域の
ニーズに応じた、きめ細やかな福祉向上を目的に、市の福祉行政や市
社会福祉協議会と連携を取りながら活動する」という基本方針のもと、
活動目標として①ふれあい・いきいきサロン ②給食サービス及び会
食会 ③友愛訪問・見守り活動 ④ふれあい子育てサロン ⑤福祉協力員
の強化の5つを掲げ活動しております。先達のご努力で確実に成果を
上げている反面、複雑な生活課題や地域課題にどうこたえていくか大
変悩ましい時代であり、地域の担い手不足、高齢化も大きな課題です。
　このような状況の中でも、高齢者とともにこれからの時代を切り開

いていく子どもたちの更なる支援、地域社会の中で障がい児者の方々とのふれあい活動など、地域共生社会
実現に向けて一歩一歩努力し、市社協また、先駆的な活動をしている各地区社協にご指導をいただき、前進
していければと思っております。

　　大橋地区社会福祉協議会　会長　大竹 均

「地区社協の役割」大橋地区社会福祉協議会

足利市社協発  「今、大切な人に
   ありがとう”を伝える」プロジェクト”

新型コロナウイルス感染拡大の中、一人一人の行動が
多くの人を守ることにつながります。
大切な人や、最前線で働く人達へ感謝の思いを込め、
インスタグラムを利用して、地域の皆様からの
 ありがとう”の言葉を発信する活動を行っています！
皆様からの動画・写真をお待ちしています！
　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo
↑詳しくは社協Instagramまたはホームページをご覧ください
※今現在見送られている各種事業並びに講座等の情報も
Instagramにて、随時更新していく予定です。

子育てサロン　クリスマス会の様子

”
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令和元（2019）年度に実施した事業と決算について報告します令和元（2019）年度に実施した事業と決算について報告します

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 福祉教育の充実　② 住民の福祉理解・啓発の推進　③ 障がい児者との交流の促進　④ 赤い羽根シネマ

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 見守り活動の充実　② 高齢者等の救急時安心事業（安心キット）の推進
　　③ 子育て支援の充実　④ 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)
　　⑤ 車いす貸与事業の実施

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・災害・支え合いマップ)
　　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各種団体の取り組む福祉活動の支援

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 事業継続計画（BCP）研修の開催　④ 日常生活自立支援事業の実施及び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. 介護保険事業の実施及び障害児通所支援事業の運営
　　① 介護保険事業等の実施　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. 福祉施設など運営
　　① 母子生活支援施設さわらごハイム足利の受託運営 　② 児童養護施設泗水学園の受託運営
　　③ 児童館(にしこども館、八幡こども館)の受託運営 　④ 保育園(わかば保育園、しんまち保育園)の運営
　　⑤ 足利市視覚障害者福祉ホームの運営　⑥ 足利市総合福祉センターの運営

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　③ 地区等の敬老事業への助成

収入・支出決算収入・支出決算

貸借対照表
令和2年3月31日現在法 人 : 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事 業 : 法人全体

勘　定　科　目
会費収入
寄附金収入
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
前期末支払資金残高

合　　　計

金　　　額
13,761,611 

4,527,387 
154,961,732 

9,712,960 
2,635,000 

980,000 
24,408,371 

276,864,747 
208,324,730 

38,422,825 
11,172 

20,419,884 
0 
0 

4,031,200 
27,974,086 

138,337,553 
925,373,258 

【収入】
金　　　額
110,222,674 

13,795,859 
1,390,859 

24,941,632 
2,036,737 

354,660 
10,156,028 

2,564,000 
3,744,224 

120,786,092 
112,790,389 
195,243,896 

5,000 
2,985,598 

50,216,760 
12,018,457 
15,860,593 
54,000,345 

4,628,252 
20,874,512 
14,267,773 

152,488,918 
925,373,258 

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
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
居宅介護支援事業
足利市総合福祉センター
当期末支払資金残高

合　　　計

【支出】 （単位：円）（単位：円）

増　減

-3,302,256
-7,166,486
3,580,093
310,614
-26,477

0
-8,740,173
-10,810,215

0
-10,810,215

0
2,070,042

0
16,033,234

-38,534
-164,348
-18,682
-983,110
4,772,174
-71,000

9,000,852
-2,267,773
514,043

0
0

-18,660,478
-2,474,520
-3,568,000

-3,816
-12,042,429

勘定科目
＜資産の部＞
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

勘定科目
＜負債の部＞
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
＜純資産の部＞
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

32,249,759
28,633,868
287,660
3,328,231

0
70,257,275

35,000
70,222,275
102,507,034

9,439,000
175,279,955
111,180,016
64,099,939
266,386,488
178,325,352
79,738,470
23,897,245
11,690,577
4,436,700
58,562,360
390,200,025

349,077
1,019,630,820

1,122,137,854

前年度末

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

増　減

-17,453,621
-8,801,741
-4,582,927
-4,068,953

0
8,995,852

-5,000
9,000,852
-8,457,769

0
-1,753,730
-2,267,773
514,043

-6,211,207
-24,702,998

0
0

-18,660,478
-2,474,520
-3,568,000
29,083,275
-47,582,546
-3,584,660

-12,042,429

前年度末

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

当年度末

184,738,677
156,934,794
27,128,232
320,289
355,362

0
937,399,177
322,298,832
139,859,431
180,739,401
1,700,000

615,100,345
152,557,601
16,033,235
154,141
674,298

10
1,006,669
8,506,824
12,274,500
70,222,275
111,180,016
64,099,939
79,738,470
23,897,245
11,690,577
4,436,700
58,562,360

65,485
1,122,137,854

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。
いただいた寄附金等は、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 糸井邦夫　清水幸雄　関東観光コンサルタント株式会社　株式会社サンライフ　
小曽根せつ子　大川幹夫　匿名５件

【さわらごハイム足利】NPO法人三松会　有限会社稲見商店　匿名１名
【泗水学園】有限会社ダスカジャパンクァウテモック　匠屋ラーメン　株式会社ピカテック　株式会社吉野家　小林春夫　
吉川栄治　北堀靖弘　株式会社たかくら新産業　坂本産業株式会社　法玄寺　株式会社チュチュアンナ1％クラブ　
株式会社フレーベル館　有限会社稲見商店　匿名５件

【わかば保育園】足利商業連合会まちなかルネッサンス委員会　株式会社ENEOSウイング　匿名２件
【しんまち保育園】足利商業連合会まちなかルネッサンス委員会　株式会社ENEOSウイング　匿名２件
【にしこども館】匿名１件

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 （令和２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）

「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）

足利市社会福祉協議会
福祉標語

平成29年度～令和3年度

関東観光コンサルタント株式会社様から
消毒液の寄附をいただきました

大川幹夫様から
土のう充填スタンドを
いただきました

令和2年度

「小・中・高校生ボランティアスクール」
「赤い羽根 障がい児者家族交流事業」
「お陽さまカフェ」（歳末たすけあい配分事業）

現在のところ新型コロナウィルス感染拡大の防止
の観点から、実施を見合わせております。開催に
つきましては、現在検討中ですが、今後の状況を
勘案しながら判断をしてまいります。詳細が決ま
り次第、改めてホームページ等でお知らせいたし
ます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
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令和元（2019）年度に実施した事業と決算について報告します令和元（2019）年度に実施した事業と決算について報告します

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 福祉教育の充実　② 住民の福祉理解・啓発の推進　③ 障がい児者との交流の促進　④ 赤い羽根シネマ

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 見守り活動の充実　② 高齢者等の救急時安心事業（安心キット）の推進
　　③ 子育て支援の充実　④ 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)
　　⑤ 車いす貸与事業の実施

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・災害・支え合いマップ)
　　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各種団体の取り組む福祉活動の支援

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 事業継続計画（BCP）研修の開催　④ 日常生活自立支援事業の実施及び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. 介護保険事業の実施及び障害児通所支援事業の運営
　　① 介護保険事業等の実施　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. 福祉施設など運営
　　① 母子生活支援施設さわらごハイム足利の受託運営 　② 児童養護施設泗水学園の受託運営
　　③ 児童館(にしこども館、八幡こども館)の受託運営 　④ 保育園(わかば保育園、しんまち保育園)の運営
　　⑤ 足利市視覚障害者福祉ホームの運営　⑥ 足利市総合福祉センターの運営

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　③ 地区等の敬老事業への助成

収入・支出決算

貸借対照表貸借対照表
令和2年3月31日現在法 人 : 社会福祉法人 足利市社会福祉協議会

事 業 : 法人全体

勘　定　科　目
会費収入
寄附金収入
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
前期末支払資金残高

合　　　計

金　　　額
13,761,611 

4,527,387 
154,961,732 

9,712,960 
2,635,000 

980,000 
24,408,371 

276,864,747 
208,324,730 

38,422,825 
11,172 

20,419,884 
0 
0 

4,031,200 
27,974,086 

138,337,553 
925,373,258 

【収入】
金　　　額
110,222,674 

13,795,859 
1,390,859 

24,941,632 
2,036,737 

354,660 
10,156,028 

2,564,000 
3,744,224 

120,786,092 
112,790,389 
195,243,896 

5,000 
2,985,598 

50,216,760 
12,018,457 
15,860,593 
54,000,345 

4,628,252 
20,874,512 
14,267,773 

152,488,918 
925,373,258 

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
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
居宅介護支援事業
足利市総合福祉センター
当期末支払資金残高

合　　　計

【支出】 （単位：円）（単位：円）

増　減

-3,302,256
-7,166,486
3,580,093
310,614
-26,477

0
-8,740,173
-10,810,215

0
-10,810,215

0
2,070,042

0
16,033,234

-38,534
-164,348
-18,682
-983,110
4,772,174
-71,000

9,000,852
-2,267,773
514,043

0
0

-18,660,478
-2,474,520
-3,568,000

-3,816
-12,042,429

勘定科目
＜資産の部＞
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

勘定科目
＜負債の部＞
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
＜純資産の部＞
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

32,249,759
28,633,868
287,660
3,328,231

0
70,257,275

35,000
70,222,275
102,507,034

9,439,000
175,279,955
111,180,016
64,099,939
266,386,488
178,325,352
79,738,470
23,897,245
11,690,577
4,436,700
58,562,360
390,200,025

349,077
1,019,630,820

1,122,137,854

前年度末

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

増　減

-17,453,621
-8,801,741
-4,582,927
-4,068,953

0
8,995,852

-5,000
9,000,852
-8,457,769

0
-1,753,730
-2,267,773
514,043

-6,211,207
-24,702,998

0
0

-18,660,478
-2,474,520
-3,568,000
29,083,275
-47,582,546
-3,584,660

-12,042,429

前年度末

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

当年度末

184,738,677
156,934,794
27,128,232
320,289
355,362

0
937,399,177
322,298,832
139,859,431
180,739,401
1,700,000

615,100,345
152,557,601
16,033,235
154,141
674,298

10
1,006,669
8,506,824
12,274,500
70,222,275
111,180,016
64,099,939
79,738,470
23,897,245
11,690,577
4,436,700
58,562,360

65,485
1,122,137,854

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。
いただいた寄附金等は、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 糸井邦夫　清水幸雄　関東観光コンサルタント株式会社　株式会社サンライフ　
小曽根せつ子　大川幹夫　匿名５件

【さわらごハイム足利】NPO法人三松会　有限会社稲見商店　匿名１名
【泗水学園】有限会社ダスカジャパンクァウテモック　匠屋ラーメン　株式会社ピカテック　株式会社吉野家　小林春夫　
吉川栄治　北堀靖弘　株式会社たかくら新産業　坂本産業株式会社　法玄寺　株式会社チュチュアンナ1％クラブ　
株式会社フレーベル館　有限会社稲見商店　匿名５件

【わかば保育園】足利商業連合会まちなかルネッサンス委員会　株式会社ENEOSウイング　匿名２件
【しんまち保育園】足利商業連合会まちなかルネッサンス委員会　株式会社ENEOSウイング　匿名２件
【にしこども館】匿名１件

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 （令和２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）

「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）

足利市社会福祉協議会
福祉標語

平成29年度～令和3年度

関東観光コンサルタント株式会社様から
消毒液の寄附をいただきました

大川幹夫様から
土のう充填スタンドを
いただきました

令和2年度

「小・中・高校生ボランティアスクール」
「赤い羽根 障がい児者家族交流事業」
「お陽さまカフェ」（歳末たすけあい配分事業）

現在のところ新型コロナウィルス感染拡大の防止
の観点から、実施を見合わせております。開催に
つきましては、現在検討中ですが、今後の状況を
勘案しながら判断をしてまいります。詳細が決ま
り次第、改めてホームページ等でお知らせいたし
ます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。
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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。
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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

会員を募集しますので ご協力をお願いします会員を募集しますので ご協力をお願いします
足利市社会福祉協議会

※今年は８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。

　
11,457,566円

785,300円

1,518,745円
13,761,611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75人及び民生委員等）
　賛助会員（社会福祉施設・法人事業所等…225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

新型コロナウィルス感染症の影響により、
今年度、以下の募金は募金開始月が変わり
ますので、ご了承ください。

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

社 協 会 費
普通会員 ・ 特別会員 ・ 賛助会員

寄附金等

足利市社会福祉協議会

県・市などからの
委託料・補助金等

会費の額は次のとおりです。会費の額は次のとおりです。会費の額は次のとおりです。
普通会員 特別会員 賛助会員

300円
（１世帯目安額）

1,000円
1口

5,000円
1口

市民の皆さま 個人 社会福祉施設・
法人事業所 等

　　　募金名
日赤活動資金
社協会費
赤い羽根共同募金
歳末たすけあい募金

　募金開始月
　６月１日から
　８月１日から
１０月１日から
１２月１日から

お 知 ら せ

足利市内には22地区の社会福祉協議会があり、それぞれの地区で地域の実情に
合わせて工夫しながら地域福祉活動を行っています！

　今回は、大橋地区の活動をご紹介します！

地区社会福祉協議会 活動紹介

　大橋地区社会福祉協議会は「福祉にかかわる事項について、地域の
ニーズに応じた、きめ細やかな福祉向上を目的に、市の福祉行政や市
社会福祉協議会と連携を取りながら活動する」という基本方針のもと、
活動目標として①ふれあい・いきいきサロン ②給食サービス及び会
食会 ③友愛訪問・見守り活動 ④ふれあい子育てサロン ⑤福祉協力員
の強化の5つを掲げ活動しております。先達のご努力で確実に成果を
上げている反面、複雑な生活課題や地域課題にどうこたえていくか大
変悩ましい時代であり、地域の担い手不足、高齢化も大きな課題です。
　このような状況の中でも、高齢者とともにこれからの時代を切り開

いていく子どもたちの更なる支援、地域社会の中で障がい児者の方々とのふれあい活動など、地域共生社会
実現に向けて一歩一歩努力し、市社協また、先駆的な活動をしている各地区社協にご指導をいただき、前進
していければと思っております。

　　大橋地区社会福祉協議会　会長　大竹 均

「地区社協の役割」大橋地区社会福祉協議会

足利市社協発  「今、大切な人に
   ありがとう”を伝える」プロジェクト”

新型コロナウイルス感染拡大の中、一人一人の行動が
多くの人を守ることにつながります。
大切な人や、最前線で働く人達へ感謝の思いを込め、
インスタグラムを利用して、地域の皆様からの
 ありがとう”の言葉を発信する活動を行っています！
皆様からの動画・写真をお待ちしています！
　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo
↑詳しくは社協Instagramまたはホームページをご覧ください
※今現在見送られている各種事業並びに講座等の情報も
Instagramにて、随時更新していく予定です。

　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo　　「足利市社会福祉協議会」＠ashikaga_shakyo

子育てサロン　クリスマス会の様子
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