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３つの輪は「安心の輪」「地域
の輪」「人の輪」を意味し、円は
日出町の６地区を表します。

日出町社会福祉協議会
マーク

「社協だより」は赤い羽根共同募金の協力により作成されています。

日出町社協
フェイスブック

旬な情報満載！
登録お願いします！
旬な情報満載！
登録お願いします！

日出町社協の情報を発信しています。日出町社協の
ホームページも
ご覧ください

華金の会（大神・上深江）
と　き：令和４年６月17日（金）
ところ：上深江公民館

　上深江公民館では、地域の皆さんの通いの場

「華金の会」が第３金曜日に開催されています。
　６月は、防災についての学習会を行いました。
先ずは、自分自身と家族の備えを。そして地域
での備えを。日常のつながりは、災害時の大き
な力になります。声をかけ合う日常を大切にし
ましょうと、みんなで考えました。

通いの場「サロン」等での
防災プログラムの
お問い合わせも

本会で受け付けています。

●最近
の災害

のお話

●非常
持ち出

し品作
り

●非常
食作り

●生活
用品で

防災の
工夫

プログ
ラム

（70分
の内容

）

防災学
習会

はなきん かい

華金の会リーダーさんの感想
はなきん かい

防災グッズを作ったり、持ち出し品を見直したり
して、楽しく学べました！ 日常のつながりが非常
時の大きな力になるということで、これからも楽
しんで会を続けていこうと思いました！

はなきん　   かい

日出町社会福祉協議会

サロンで 防災

新聞スリッパ完成
！ はけるかな？

防災リュックはオリジナル仕様で！
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活動報告

　日出町社会福祉協議会は、会費や寄付金、共同募金を原資に、地域福祉推進事業や福祉活動の支援を
行っています。
　毎年８月１日から９月３０日を会員募集推進月間とし、区長・班長ご協力のもと、いつまでも地域で安心し
て暮らすことができるまちづくりにご協力をいただいています。
　私たちは、地域の課題を把握し解決に向けた取り組みを、住民の皆さんと共に進める民間の団体です。
安心して暮らすことができる地域づくりに、ぜひ皆様のご協力をお願いいたします。

昨年度皆様から
お寄せいただいた会費は

4,551,500円です

ご協力に感謝いたします。

戸別会員
特別会員

【内訳】

会費収入
　4,551,500円

障がい者福祉サービス収入
5,854,000円 会費収入 4,347,000円障がい者福祉サービス

5,286,000円寄付金収入2％
　2,123,547円

受託金収入
　48,350,000円

補助金収入
10,609,930円

補助金収入
12,123,000円

事業収入
993,470円

地域福祉推進事業
36,063,343円

高齢者・障がい者等事業
21,309,151円

子育て支援等事業
25,897,447円

法人運営
2,749,876円 法人運営

3,208,000円

介護保険事業等収入
18,506,430円

5％6％ 5％

11％ 13％20％

42％ 24％
25％

30％

1％
1％

0％

寄付金収入
　1,630,000円

事業収入
1,006,000円

合計 92,771,928円収入
合計 86,019,817円支出

合計 89,813,000円収入
合計 95,280,000円支出

平成3年度  決 算 令和4年度  予 算

受託金収入
49,949,457円雑収入

183,594円
0％雑収入

43,000円

54％

介護保険事業等収入
17,028,000円

19％

地域福祉推進事業
40,310,000円

42％

子育て支援等事業
29,298,000円 31％

高齢者・障がい者等事業
22,464,000円

4,009,500円
542,000円

● 戸別会員 （世帯・個人） …………
● 賛助会員 （世帯・個人） ……
● 特別会員 （法人・団体等） ………

1,000円 （1口）
3,000円以上 （1口）
10,000円 （1口）

※支出超過分は、支払資金より繰り出します。※収入超過金は、支払資金に繰り入れました。

地域ささえあい事業
制度で対応できない部分
の生活の援助を行い、地域
での生活を支援しました。

フードパントリー
コロナ禍の孤立解消や困窮さ
れている方の支援を目的とし、
皆さんからお寄せいただいた食
料品や、日用必需品の配布を行
いました。

総合相談
「困った…」「辛い…」
そんな時、お話を伺う皆さ
んに一番近い相談窓口。

ボランティア活動・福祉学習
地域の課題解決の為、住民ボラン
ティアの育成支援を行いました。
また、暮らしやすい町づくりを、
みんなで学ぶ場を提供しました。

生理の貧困取り組み
経済的や家庭の事情によ
り生理用品が十分に用意
できない方に対し、無償配
布を行いました。

福祉用具・レク用品貸出
車いすや電動ベッド等、一時的
な福祉用具の貸出をおこないま
した。
地域活動にレク用品を貸出し、
つながり作りを応援しました。

3％

54％

6％
2％

3％

社協会員募集

社協会費は、寄附金税額控除の対象です。

積極的なご活用をご検討ください！



【申込み締切】8月19日(金)
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町内で活動する皆さんを紹介するコーナー

（　　　　）
お問い合わせなどは
日出町老人クラブ連合会事務局
日出町社会福祉協議会
生活支援・相談課

☎72-0323までお電話ください。

こんにちは！
日出町老人クラブ連合会です

　私たちは、「日出町老人クラブ連合会」です。

　会員数は1,742人、町内32の単位老人クラブ
が活動中です。
　活動の大きな目的は次の３つです。

● 人生を豊かにする楽しい活動

● 地域を豊かにする社会活動

● 明るい長寿社会づくりと保健福祉の向上

　コロナ禍で十分な活動ができない中、健康維持
を声掛けする友愛訪問活動は、孤立感を感じさせ
ずつながりを守る「老人クラブ」の大きな役割と
して、再認識できたところです。
　高齢者にとってハイリスクといわれるコロナで
すが、感染症対策を万全にして、ウィズコロナで

活動を活発にしていきたいと思います。
楽しい活動で人生を豊かに。活動実施で地域を
豊かに。高齢者が元気でいることが社会貢献に
つながるという認識で、今後もみんなで頑張って
いきたいと思います。
　あなたも老人クラブに加入し、仲間づくりで豊
かな人生を送りませんか？

子育てパパ応援講座
令和４年度　パパのコミュニティづくり推進事業（日出町）

子育て中のパパ同士がコミュニティを作ることで、同じ悩みを共有できたり、遊
ぶ仲間が増えたりとメリットがたくさんあります。
この講座は地域のパパ同士でコミュニティをつくり、「パパを楽しむ」ことを目的
としております。是非ご参加ください♪

時　　間 10：00～12：00
※全日程共通

参加対象 子育て中のパパ
及びプレパパ

定　　員 先着15名

参 加 費 無料

託 　 児 あり
※無料、定員あり

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

8/28 (日)

9/24 (土)

10/29 (土)

11/12 (土)

12/17 (土)

笑っている父親になろう＆パートナーシップ講座
（夫婦参加推奨）

子どもと楽しむダンボールワークショップ
（親子参加推奨）

パパコミュニティ事例紹介

さざんか児童館

HUGくみ

川崎体育館

HUGくみ

さざんか児童館

働き方、職場環境を考える「部下ヂカラ」講座

みんなで考える「？？？」企画

日にち 内　容 場　所

申し込み・お問い合わせ

TEL0977-85-8820

日出町地域子育て支援センター
HUGくみ

申し込み
フォーム



香典返し

一般寄付

物品寄付

エプロン隊

ほほえみ広場

月のプログラムは
回覧をご覧ください。
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衞　藤　美惠子　様

日出中央区　様

（亡夫・衞藤　芳秋 様） 金一封
糸　長　好　美　様 （亡夫・糸長　充美 様） 藤原

南端

日出 金一封

藤　本　正　子　様 日出 物品等
匿　名　様 日出 物品等
更生保護女性会 日出分区　様 雑巾

金一封

稲　吉　　　強　様 （亡父・稲吉　初夫 様） 藤原 金一封
山　口　多美子　様 （亡母・山戸　静香 様） 豊岡 金一封

清　原　富　雄　様 （亡妻・清原千代美 様） 大神 金一封

社会福祉協議会に
ご寄付いただいた方々 令和4年5月１日～令和4年6月30日

故人様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

お名前の掲載許可をいただいた方のみ掲載しております。（受付順）

皆様のあたたかいご支援に感謝いたします。

相談して
解決の糸口
見つけましょうくらしの相談

介護の相談

子育て相談

困りごとや悩みごと…など、お気軽にお電話ください。

対応時間／8：30～17：00
土日祝を除く平日

相談無料・秘密厳守

☎0977-85-8800
☎0977-85-8801
☎0977-85-8820

☎相談
専用電話の

ご案内

地域福祉のため

高齢者の
生活課題
ベスト３

第１位　ゴミ出し
第２位　買い物
第３位　健康維持

あなたの気持ちが地域の力に

ボランティアしませんか？
これらの課題を解決するために、ボランティア活動をしませんか？
あなたの行動が、住み慣れた地域で安心して生活できるまちづくりにつながります。

高齢者応援ボランティア養成講座
令和４年度

第２回：11月11日（金）
第３回： 2月 3日（金）

13：30～14：30
 （受付開始13：15）

次回日程 時　　間

場　　所 日出町保健福祉センター内　研修室
講座内容 本講座では、少子高齢化での現在と未来、私たちの暮らし、

活動時のマナー、活動者報告等を伺います。

受講対象者 原則、町内に在住の方
定　　員 10名　＊定員になり次第締め切ります
受 講 料 無料

参加しやすい６０分講座！

ゴミステーションまで
ゴミ出しをお手伝いします

感染対策を徹底し、みんなで楽しむ
場づくりを行っています。
感染対策を徹底し、みんなで楽しむ
場づくりを行っています。

エプロン隊
チラシは
こちらより↓

いずれも同じ内容で、1回で終了する講座です。
ご都合のよい日時でご参加下さい。

介護ボランティア養成講座
令和４年度

受 講 料 無料

10月に開催予定です！

本講座では、高齢者を取り巻く社会背景や制度等を学び、
訪問介護緩和型従事者としての活動も可能な内容
　　　　　　　　　　　　　　　　　となっています。


