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健康体操サポーター養成講座を開催します !
自治会館や地区センター等高齢者の集まる場所で、
介護予防体操の普及活動をサポートする人を養成します。

と

き：下記日程

13:30 ～ 16:00（受付 13:00 ～）

ところ：千本プラザ多目的ホール
（１、６回目は大会議室）
対

象：市内に住み運動に制限がなく概ね 55 歳以上で、
全回出席可能な上、講座終了後、地域で活動で
きる人

定

員：30 人（先着順）

申

込：８月 22 日㈫

９時から電話で

申込 ･ 問合先：沼津市社会福祉協議会介護福祉係
☎ 055-962-5932
開催日

内

容

講義（高齢者の実態・住民主体の介
護予防の重要性・講座の目的、
健康長寿の３要素、介護予防
のポイント）

１

９／７㈭

２

９／ 11 ㈪

実技（体操指導）

３

９／ 21 ㈭

実技（体操指導）

４

９／ 25 ㈪

実技（ノルディックウォーキングの
基礎）

５

９／ 28 ㈭

実技（体操指導）

６

10 ／６㈮

講義（教室の開催方法）

本号のもくじ
１ページ


●健康体操サポーター養成講座を
開催します！

６ページ


●市民後見人養成講座、赤ちゃん DAY
開催のお知らせ

２〜３ページ


●平成 28 年度
沼津市社会福祉協議会 決算・事業報告

７ページ


●福祉大会開催のお知らせ、
サンウェルぬまづのコーナー

４〜５ページ

●共同募金運動のご報告

８ページ

●インフォメーション

（2）

平成28年度 決算報告
6 月 16 日㈮の理事会にて承認されました沼津市社会福祉協議会の
平成 28 年度決算を報告いたします。

収入

7億3,112万2,105円

（前年度繰越金

支出

6億1,647万9,582円

1億631万2,924円含む）

事業収入 445万9,717円
寄附金収入 237万8,845円
負担金収入 183万2,140円
その他の活動による収入 97万8,560円
受取利息配当金収入 83万4,564円
その他の収入 30万2,778円
前期末支払資金残高
（前年度繰越金）

1億631万2,924円

いきいきホーム松下事業 1,276万2,060円
駅北居宅介護支援事業 1,169万7,895円
障害者居宅介護等事業 661万6,750円
日常生活自立支援事業 641万9,200円
福祉総合相談事業 233万1,000円
ボランティア活動育成事業 226万7,960円
成年後見支援事業 145万0,000円
不動産貸付事業 21万8,000円

ぬまづ健康福祉プラザ
受託経営事業
1億1,860万3,457円
受託金収入
2億6,841万460円

千本プラザ
受託経営事業
8,707万5,565円
法人運営事業
8,234万8,494円

介護保険事業収入
2億1,018万9,270円

経常経費補助金収入 5,741万1,556円
貸付事業収入 2,175万7,512円
会費収入 2,118万91円
基金積立資産取崩収入 1,912万3,000円
障害福祉サービス等事業収入 1,096万2,447円
積立資産取崩収入 498万8,241円

老人居宅
介護等事業
7,742万4,031円

老人デイサービス事業
7,682万7,524円
地域包括支援センター受託経営事業

4,258万6,206円
千本居宅介護支援事業 4,023万6,051円
高額療養費支払資金貸付事業 2,062万90円
共同募金配分金事業 1,395万7,556円
地域福祉推進事業 1,303万7,743円

※支出総額は、社会福祉法人会計基準に基づき、社協内部の取引 32,371,975 円を差し引いています。

平成 28 年度

社協会費にご協力いただき、ありがとうございました。

平成 28 年度も、多くの市民の皆さまや福祉施設・企業のご協力をいただき、2,118
万 91 円の会費収入がありました。本当にありがとうございます。
皆さまからの会費は、地域福祉の推進を図り、住民の皆さまが主体となる地区社協活動
への支援や、福祉教育、ボランティア活動等の実施のために活用しております。（３ペー
ジを参照ください。）
また、社協の財源基盤を強化し、地域福祉を一層充実させるためにも、今後も多くの皆
さまのご協力・ご賛同をいただけるよう職員一同努めてまいります。
皆さまのお力を是非ともお貸し願えれば幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。

ちょこっと
Information

日常の心配ごとや不安をお聞かせください！適切な相談窓口もご案内します！
◎福祉生活相談：平日（休館日を除く） 10:00 ～ 15:00 サンウェルぬまづ２階

相談室１

（3）

平成28年度 事業報告
地 域福祉の推進

各種地域福祉活動を育成、支援し、取り組みの強化を図りました。

◦地区社会福祉協議会への活動支援
◦児童遊園地の管理運営に対する助成
◦老人クラブ活動事業に対する助成
◦車いすの無料貸出
◦権利擁護事業
◦福祉教育事業（小学生福祉体験講座、福祉教育に関す
る講師派遣等）

◦広報啓発事業（チャリティーバザーの開催等） ほか

ボ ランティア

「誰もが住みなれたまちでいつまでも心豊かに」
暮らせる地域づくりを目指し、様々な活動を行っ
てまいりましたので紹介します。

【地区社会福祉協議会への活動支援】

【福祉教育】

地域リーダー育成を目的とした研 多くの小中学校や企業、地域に出
修会を開催しました。
向き、福祉教育授業を行いました。

ボランティアをしたい人や、依頼したい人
たちのサポートをしました。

◦ボランティア相談 ◦各種ボランティア育成研修の開催
◦ボランティアグループへの助成
ほか

在 宅福祉サービス事業
これまで培ってきた在宅福祉サービス
の基盤を強化し、各種サービスを行政
及び関係機関との連携をもとに推進し
ました。
◦介護保険事業
◦公的在宅福祉サービス
◦障がい者居宅介護事業

【ボランティア福祉まつり】

【ちょいてつ父さん就任講座】

ボランティアグループの活動発表や展
示、東北物産展等、様々なコーナーを
設け開催しました。

隣近所のちょっとした困りごとをお手
伝いするボランティアの養成講座を開
催しました。

福 祉サービス事業の受託運営
「サンウェルぬまづ」「千本プラザ」「高齢者ふれあいプラザ」に
て季節に応じたイベントや年間を通じた各種講座等を企画・実施
し、サービス事業の充実を図りました。

【地域包括支援センター】
高齢者の相談窓口として様々な相談を受け、介護
予防や認知症予防のための教室を開催しました。

【デイサービス】
松下町の
【ふれあいプラザカフェ ぬまっつ】
いつでも誰でも立ち寄れる居心地のい
い居場所です。

【サンウェルぬまづ】
コンサートやアートワークショップ、親
子体操等、幅広い世代が楽しめるイベ
ントを開催しました。

共 同募金運動
赤い羽根をシンボルとして 10 月 1 日から 12 月末日までを運動
期間とし、たくさんの方々の協力を得ながら多額の募金を集める
ことができました。集まった募金は各地域の福祉活動に役立てま
した。
（詳しくは４～５ページ）

ちょこっと
Information

様々な催しを企画し、利用者の皆さんに喜んでい
ただきました。

相 談事業
市民の皆さまの様々な相談に応じ、適
切な福祉サービスへ結びつけるために
相談事業を実施しました。
◦福祉生活相談

◦結婚相談

◦貸付相談（生活福祉資金、高額療養費）
◦健康・介護相談

ほか

サンウェルぬまづの運営ボランティアを募集中！受付や花壇のお手入れ、託児等様々な活動があります。
◎問合せ：サンウェルぬまづ ☎ 055 － 922 － 2020
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のご報告
支援を必要とされている方々のために、皆さまのご理解・ご協力をよろしくお願いいたし
ます。下記にて平成 28 年度の報告を申し上げます。

赤い羽根共同募金運動

10月1日〜12月31日

平成28年度の募金額（合計）

【募金の内訳】

15,335,674 円
県目標額

15,972,000 円に対し、達成率 96％

2,693 件の募金がありました！
ご協力ありがとうございます。
個人 969 件、企業・団体 1,250 件、
自治会・日赤奉仕団 323 件、
学校・幼稚園保育園 84 件、
福祉施設 20 件、その他 95 件

★市内各世帯
10,330,606 円

★会社・事業所等 3,155,566 円

★学校・幼稚園・保育園
（所）

744,521 円

★カード募金
455,749 円

★職域募金
282,012 円

★街頭募金
211,171 円

★その他の募金
156,049 円

街頭募金には大和ハウス工業㈱様や
中高生にご協力をいただきました！

沼津市での募金の使いみち
22 万円

お年寄りのために
◦沼津市老人クラブ連合会の活動の助成
障害のある方、団体のために

11 万 8,000 円

◦市内障がい福祉団体の活動の助成
子どもたちのために

5 万 2,000 円

◦沼津市子ども会育成連絡協議会の活動の助成
◦青少年育成団体連絡協議会の活動の助成
◦児童遊園地の修繕修理費への助成
地域住民のために
◦地区社協の活動の助成

120 万 1,658 円

福祉啓発・ボランティア育成・各種援助のために

584 万 3,132 円



◦ボランティアグループの活動の助成
◦福祉教育実践校への事業助成
◦被災世帯への見舞金等の支給
市内の福祉施設・団体への助成 151

万 2,000 円

◦ NPO 法人静岡こころのサポートセンター
（カウンセリング事業、かかわりひろば運営事業）

◦きさらぎ（冷凍冷蔵庫、電子レンジ購入）
◦大平九区楓会

車椅子救援隊（車椅子修理事業）

◦内浦地区社会福祉協議会（救急医療情報ケース整備）
◦門池地区社会福祉協議会（救急医療情報ケース整備）
◦愛鷹地区社会福祉協議会（高齢者介護予防サロン）
◦金岡地区社会福祉協議会（高齢者介護予防サロン）

ちょこっと
Information

ふれあい交流室では「シニアふれあいタイム」を毎月開催中！簡単な体操や健康相談を実施しています。気軽にお越しください♪
◎シニアふれあいタイム：第１月曜日 10:00 ～ 12:00
サンウェルぬまづ ５階 ふれあい交流室 ☎ 055-922-1501
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共同募金運動

平成 28 年度

共同募金は、さまざまな福祉活動を支援するため助成申請を受け付け、それらの必要性・
緊急性等を考慮した上で助成計画を作成します。
その計画を実現するための目標額を定め、
募金活動を行う目的募金です。

歳末たすけあい募金運動
平成28年度の募金額（合計）

8,153,292 円
県目標額 7,538,000 円に対し、達成率 108.16％

490 件の募金がありました！
ご協力ありがとうございます。
個人１件、企業・団体 50 件、
自治会・日赤奉仕団 275 件、学校・幼稚園保育園 39 件、
福祉施設 18 件、その他 107 件

12月1日〜12月31日

【募金の内訳】
★市内各世帯
5,839,229 円

★会社・事業所等
769,413 円

★学校・幼稚園・保育園
（所）

269,208 円

★職域募金
288,347 円

★その他の募金
987,095 円

沼津市での募金の使いみち
■助成金贈呈事業費
援護世帯のために

3,836,000 円

◦援護世帯（553 件）
◦緊急援護世帯（21 件）
■地域福祉・在宅サービス事業費
高齢者のために

820,000 円

◦高齢者対象の地区社協主催地域福祉活動の助成（9 件）
（クリスマス会、サロン活動、給食サービス等）
障がいのある方、団体のために
659,899 円
◦市内障がい者施設利用者・団体と地域の方々との交流会の助成（12 件）
（クリスマス会、餅つき大会、障がい者福祉啓発活動等）
◦障がい児支援学校の交流会への助成

↑大平地区社会福祉協議会では高齢者の交流の
場としてクリスマス会を開催しました。干支
の押絵を作ったり、食事をしたり、楽しい時
間を過ごしました。

◦当事者団体の交流会への助成

50,000 円

子どもたちのために
◦児童・青少年対象の地区社協主催交流会の助成
ボランティア団体・地域住民のために

1,140,000 円

◦沼津市ボランティア連絡協議会登録団体の活動の助成（3 件）
◦地域住民対象の地区社協主催地域福祉活動の助成（10 件）
（餅つき大会、どんど焼き等）
◦居場所運営団体（3 件）
■その他
◦助成諸経費（郵送料他）
◦平成 29 年度の共同募金会事務費として
◦平成 29 年度の地域福祉推進費として

ちょこっと
Information

1,647,393 円

↑香貫にある居場所「暖だん」では料理教室を
開催し、クリスマスの家庭料理を作りました。
とてもおいしくでき、参加者も大満足でした。

散歩のついで、お茶のみ友達を作り、ちょっとした運動にぜひお越しください。誰もがつどえる場所です。
◎せんぼんサロン：毎週火曜日 10:00 ～ 12:00 千本プラザ 2 階 大会議室
お手伝いボランティアも募集中！ 【問合せ】千本地域包括支援センター☎ 055 － 962 － 5932

沼津市 市民後見人養成講座
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「市民後見人」とは、地域貢献の意識が高く、成年後見制度に関する一定の知識を身につけた一般市民に
よる第三者後見人のことです。専門的な資格が無くても、養成講座を受講し家庭裁判所から選任されること
で、後見人になることができます。市民後見人となって地域で活躍してみませんか？
興味がある方は
養成講座開催
まず
講 座 の 流 れ
事前説明会へ
〈今年度の日程〉 ご参加ください！
事前説明会
９月１日、９日 ※いずれか

◦平成 29 年◦
10 月 14 日㈯、10 月 20 日㈮
11 月 11 日㈯、11 月 18 日㈯
12 月 8 日㈮、12 月 15 日㈮
◦平成 30 年◦
１月 13 日㈯、１月 27 日㈯
２月 10 日㈯

１日

書類申請

９月 11 日～ 21 日

書類選考受講者決定



応募者へ通知

～９月 27 日

９月 28 日～ 29 日

市民後見人養成講座事前説明会
◦と

き

９月１日㈮、９月９日㈯
10:00 ～ 11:30
※いずれか１日参加してください。
◦ところ サンウェルぬまづ ３階
可動間仕切り会議室
（沼津市日の出町1-15）
◦内 容 市民後見人養成講座の概要（研修内容、ス
ケジュール、
受講要件等）

司法書士
権利擁護相談

◦参加要件 沼津市在住、在勤の方（25 歳以上）
◦定 員 30 人（各回）
◦申込方法 ８月７日㈪より電話にて（先着順）
☎ 055-922-1500
氏 名、住所（市外は勤務先を含む）、電話
番号、年齢を伺います

「自分で財産管理をすることが困難になってきた親族がいる」「成年後見の申
立手続きについて相談したい」等、権利擁護に関することをリーガルサポート
静岡支部の司法書士が無料で相談を受けます。
◦と
き 毎月第３木曜日（祝日の場合はその翌日） 13:30 ～ 16:30
◦と こ ろ サンウェルぬまづ 沼津市日の出町１-15
※相談は１回 30 分以内といたします。
※予約の際、相談内容を簡単に伺います。
※予約時間の５～ 10 分前に社会福祉協議会事務局へお越しください。

完全予約制 !

【申込問合せ】
（福）
沼津市社会福祉協議会
☎ 055-922-1500

ラザ
プ
本
千

赤ちゃんＤＡＹ

平成 29 年度６月より、第４木曜日に千本プラザの集会室（和
室 72 畳）を１歳未満のお子さんのための居場所として、開放
しています。友達作りや交流の場としてご活用ください。
と

き

時

間

イベント内容

９月 28 日㈭
10 月 26 日㈭
11 月 23 日㈭

10:00 ～
11:30

12 月 28 日㈭

申込開始日

親子 50 組

９月１日㈮ 10:00 ～

ベビーリトミック

親子 40 組

10 月３日㈫ 10:00 ～

Hug ♥ Hug 親子体操

親子 40 組

11 月２日㈭ 10:00 ～

親子ふれあい遊び

特になし

事前申込不要

千本プラザ

対

１歳までの子どもとその保護者

２階 集会室

持ち物

飲み物、床に敷くバスタオル

参加費

無料
※ 9/28 のみ材料費 100 円がかかります。

【申込・問合せ】 千本プラザ

ちょこっと
Information

員

ベビーマッサージ

ところ
象

定

☎ 055-962-3313

赤ちゃんでアート
作品を作る
「ごろごろ art」も
やってるよ♪

ボランティアをしてみたい！ボランティアをお願いしたい！どうしたらいいの？
◎ボランティア相談：平日 ９:00 ～ 17:00 サンウェルぬまづ ２階 社協事務局
第１・３金曜日 10:00 ～ 15:00 サンウェルぬまづ ３階 ボランティア活動室

（7）

第 25 回 沼津市社会福祉大会
開催のお知らせ
しのはら きくのり

社会福祉や地域福祉への意識を高めていただく
ために、沼津市との共催で第 25 回沼津市社会福
祉大会を開催します。大会では、多年にわたり社
会福祉事業の推進にご功績のありました皆さまに
表彰状と感謝状をお贈りします。
また、記念講演では諏訪東京理科大共通教育セ
ンター教授の篠原菊紀さんをお招きし『脳を鍛え
る活脳トレーニング～認知症予防のために～』と
題する講演を行います。皆さまのご来場をお待ち
しています。
き ９月５日㈫

◦と

開場 12:15 ／開会 13:00
◦と こ ろ 沼津市民文化センター 大ホール
（入場無料）
※手話通訳があります。
※ご 来場者の方には参加記念品（沼津市指定ごみ袋）をさ
しあげます。
※当 日は駐車場が混雑すると思われますので、公共交通機
関のご利用にご協力ください。

◆篠原 菊紀 氏

昭和 35 年長野県茅野市出身、
東京大学教育部健康教育学科卒
業。東京大学大学院教育学研究科
健康教育学専攻博士課程修了。現
在は、諏訪東京理科大共通教育セ
ンター教授、茅野市縄文ふるさと大使。
「学習してい
るとき」「運動しているとき」「遊んでいるとき」など
日常的な場面での脳活動を調べ、「脳トレ」ブームで
一躍、時の人となる。
NHK「夏休み子ども科学電話相談」「ためしてガッ
テン」
、フジテレビ「とくダネ！脳活ジョニー監修」
、
日テレ「所さんの目がテン」等に出演。
「やらかし男
子がみるみる変わる育て方」（小学館）、「脳活ドリル
シリーズ（TJMOOK）」（宝島社）、「いきいき脳トレ
体操」、
「中高年のための脳トレーニング」（NHK 出版）
他多数の著作がある。

サンウェルぬまづのコーナー
募集!

まごころ絵てがみ
テーマは自由です。もらった人が優しい気持
ちになるような絵てがみを募集します。皆さ

【申込み問合せ】
サンウェルぬまづ TEL 055-922-2020
〒 410-0032 沼津市日の出町 1-15

ガーデニング体験教室

サンウェルぬまづをお花で彩りましょう♪

◦と

き

11 月 15 日㈬

９時 30 分から

※雨天の場合

んの作品はサンウェルぬまづに展示させてい
ただきます。

プロフィール

◦と こ ろ

11 月 22 日㈬

サンウェルぬまづ

３階

南側

地域福祉活動室
◦応募方法

ハガキまたはハガキ大の厚紙を郵送または

◦定

サンウェルぬまづ事務所に持参してくださ

◦受 講 料

員

500 円

い。作品の裏に住所と名前をご明記くださ

◦持 ち 物

軍手、

サンウェルぬまづ １階 展示ギャラリー

◦展示期間

10 月 17 日㈫～ 11 月 19 日㈰

往復はがきで
（10月31日


必着）

沼津市日の出町１-15
サンウェルぬまづ


※入賞作品に関する著作権は当協議会に
属します。
※応募に関わる個人情報は他の目的では
使用しません。

を返信はがきでお知らせ
します。
（申込者数が定
員を上回ったときは抽選
で参加者を決定します）

※何も記入しないで
ください

「ガーデニング
体験教室」係
〒郵便番号

※申込者全員に参加の可否



ちょこっと
Information

◦申込方法

返信の裏

〒 410-0032

返信

９月 30 日㈯

◦展示会場

往信

手拭タオル

い。一人一作品の応募です。
◦応募〆切

15 人（どなたでも）

あなたの住所
あなたの名前

往信の裏

ガーデニング
体験教室に

参加します
①氏名（ふりがな）
②年齢
③性別
④電話番号

食品寄付運動のフードドライブにご協力ください！（常温で保管できる賞味期限内のものに限ります）
◎募集期間：８月１日㈫～８月 31 日㈭ 沼津市役所 総合案内横 ／ サンウェルぬまづ ２階

Information

申込み
（福）
沼津市社会福祉協議会 ☎ 922-1500 FAX 922-1502
問合せ

沼津市福祉施設連絡協議会

講演会

ピンチをチャンスに変える日本版 CCRC
～生涯活躍のまち～

「CCRC」とは、アメリカで生まれた概念で、高齢者が元気なう
ちに地方移住し、医療や介護等のケアを受けながら安心して住み続
けることができるコミュニティのことです。日本でも、地方創生の
主要政策として注目されています。今回、ミスター CCRC と言わ
れるこの分野の第一人者をお招きし、講演会を行います。興味のあ
る方はぜひお越しください。
◦と
き
◦と こ ろ
◦入 場 料
◦定
員
◦講
師

まつ だ

とも お

松田 智生 氏

プロフィール

㈱三菱総合研究所 プラチナ社会セン
ター主席研究員 チーフプロデューサー。

９月 20 日㈬ 14:00 ～ 15:00
サンウェルぬまづ ２階 大会議室
無料
100 人
松田 智生 氏

東 京 生 ま れ。 慶 應 義 塾 大 学 法 学 部 卒。
2010 年 よ り CCRC の 有 望 性 を 提 唱 し、
政府、地方自治体、企業での委員やアドバ
イザーを数多く務める。政府日本版 CCRC
構 想 有 識 者 会 議 委 員、 内 閣 府 高 齢 社 会
フォーラム企画委員、他多数歴任。

チャリティーバザー開催
◦と
き
◦と こ ろ
◦販 売 品

10 月 21 日㈯ 10:00 〜 15:00
サンウェルぬまづ ４階 多目的ホール
洗剤、石鹸、シャンプー、タオル類、調理器具類、バッグ、
雑貨等
駐車場は満車になる場合がありますので、ご了承ください。

◦お 願 い

※当日３階で福祉施設等による展示・即売会も開催します。

バザー物品募集
 ャリティーバザーにおける販売物品を募集します。各地区にて収集
チ
を行っています。回覧板等でご確認ください。
提供をお願いしたいもの
洗剤、石鹸、入浴剤、タオル類、
カバン
（バッグ）
類、調理器具類、
雑貨類
（日常生活用品）
、寝具
※新品のみ

提供をご遠慮したいもの
陶器
（漆器類）
、ガラス製品類、本
（雑誌を含む）、
食料品類（飲料水を含む）、衣類（下着類を含む）
※その他、不良品や使用済みの物は回収いたし
かねますのでご承知ください。

※また、下記期間にも収集を行います。
◦と
き
◦収集場所

10 月２日㈪〜 10 月 13 日㈮ 8:30 〜 17:15
サンウェルぬまづ ２階 社協事務局 ※収集場所まで直接お持ちください。

やさしい心をありがとうございます
お金のご協力

〈平成29年５月１日〜

平成29年７月31日〉
品物のご協力

♥昌原寺檀信徒一同 様（９回目） ♥㈱ドラゴンゲート
♥大岡寿大学 様（170 回目）
♥山本 成美 様（７回目）
♥匿名 ２件
♥静岡県東部イベント商業

協同組合 様（18 回目） ♥沼津５ライオンズクラブ 様
♥匿名 ３件
♥山本 栄吉 様（17 回目）

＊再生紙を使用しています。

様

この社協だよりには、赤い羽根共同募金の助成金が使われております

