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●婚活スキルアップ特別講座 受講者募集

●平成29年度 沼津市社会福祉協議会決算・事業報告

●平成29年度 共同募金運動のご報告

●平成29年度 共同募金のご協力者、認知症介護家族のための茶話会のご案内

●健康体操サポーター養成講座、沼津で輝いている企業を知ろう！セミナー、
　チャリティバザー開催のお知らせ

●市民後見人養成講座、居場所づくりイベント開催のお知らせ

～結婚相談所のご案内～

相談日：毎週水曜日・毎月第２日曜日　10：00～15：00（年末年始・祝日の場合はお休みです）
場　所：サンウェルぬまづ　２階　中会議室
料　金：無料
問合せ先：沼津市社会福祉協議会　℡：055-922-1500
ご利用希望の方は上記までお気軽にお問合せください♪

●と　き：９月２日（日）13：30～17：00　★講座終了後、交流会もあります★
●ところ：サンウェルぬまづ　男性 ３階 可動間仕切り会議室／女性 ２階 大会議室

＊男性が引き込まれる、
　３つのコミュニケーションスキル
＊男性心理と見た目の関連性
＊男性が離れたくなくなる女性とは
＊男性に好意を伝える効果的な方法

《男性》 《女性》

●対　象：婚活中の方どなたでも　●定員：男女各20人　●参加費：4,000 円
●申込方法：８月24日（金）までに電話またはメールで

℡：055-922-1500　Email：info@numazu-shakyo.jp

＊女性をリードする、
　３つのコミュニケーションスキル
＊コミュニケーションを更に生かす
　見た目の重要性
＊女性に好かれる会話のコツ
＊恋愛対象へと選ばれるための最低限必要なこと

※メールの場合は、標題に「婚活スキルアップ講座申込み」、
　本文に氏名、住所、年齢、性別、電話番号、職業を記載の
　上、下記アドレスにお送りください。
※申込多数の場合は抽選となります。申込期間終了後、
申込者全員に受講の可否を通知します。
●申込・問合せ先：沼津市社会福祉協議会

婚活スキルアップ特別講座を開催します婚活スキルアップ特別講座を開催します

婚活中の皆さん！自分磨きをして素敵な出会いを見つけませんか？

講師紹介
一般社団法人　日本スキルアップ協会
「婚活から始まる幸せな家庭づくり」とい
う理念のもと、結婚をはじめとするライフ
イベントを中心に活動している生涯教育を
推進する協会。結婚だけにとらわれない、
学ぶと人生が豊かになる講座を多く開催。
ユニークな講座が話題になっている。

松井 謙 氏 植木 浩子 氏



ちょこっと
Information

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　地下　多目的ホール
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

平成２９年度 決算報告
６月20日㈬の評議員会にて承認されました沼津市社会福祉協議会の平成29年度決算を報告いたします。

　平成29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、2,060万
1,818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。

収入 合計 7億5,948万2,699円
前年度繰越金 １億1,464万2,523円含む

支出 合計 6億3,271万9,315円

平成２９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。

※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43,702,965円を差し引いています。

積立資産取崩収入
25,539,065円

地域包括支援センター受託経営事業
27,284,633円
高額療養費支払資金貸付事業
25,145,880円

駅北居宅介護支援事業
20,427,207円
地域福祉推進事業
14,464,176円
共同募金配分金事業
14,279,438円
いきいきホーム松下事業
13,979,361円

障害者居宅介護等事業
6,951,310円
日常生活自立支援事業
6,260,183円
福祉総合相談事業
2,305,500円
ボランティア活動育成事業
1,975,960円
成年後見支援事業
1,792,930円
不動産貸付事業
216,200円

ぬまづ健康福祉プラザ
受託経営事業
124,253,104円

ぬまづ健康福祉プラザ
受託経営事業
124,253,104円

法人運営事業
96,552,988円
法人運営事業
96,552,988円

千本プラザ
受託経営事業
88,341,963円

千本プラザ
受託経営事業
88,341,963円老人デイサービス事業

84,509,971円
老人デイサービス事業
84,509,971円

老人居宅介護等事業
74,182,066円
老人居宅介護等事業
74,182,066円

千本居宅介護支援事業
29,796,445円
千本居宅介護支援事業
29,796,445円

貸付事業収入
26,746,995円
貸付事業収入
26,746,995円

会費収入
20,601,818円
その他の活動による収入
11,934,420円

受託金収入
254,498,197円
受託金収入
254,498,197円

介護保険事業収入
216,758,289円
介護保険事業収入
216,758,289円

経常経費補助金収入
58,083,438円
経常経費補助金収入
58,083,438円

障害福祉サービス等事業収入
11,713,801円

寄附金収入
2,310,386円
受取利息配当金収入
780,076円
負担金収入
522,478円

基金積立資産取崩収入
8,561,000円

事業収入
4,136,489円
その他の収入
2,653,724円
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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（水）～８月31日（金） サンウェルぬまづ ２階、沼津市役所 正面入口

平成２９年度 事業報告
｢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。

地域福祉の推進

• 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
•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

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

•日常生活自立支援事業
•成年後見事業
•法人後見の受任

ボランティア

• 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

• 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

権利擁護事業

共同募金運動

相談事業

• 赤い羽根共同募金
•歳末たすけあい募金

•福祉生活相談
•結婚相談
•健康・介護相談
•貸付相談
（生活福祉資金、高額医療費）ほか

（3）
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お話しを聞いてほしい方、お気軽にいらしてください！
◎傾聴ボランティアうさぎ：第３木曜日13：00～15：00　サンウェルぬまづ ３階 ボランティア活動室

平成 29年度　共同募金運動のご報告平成 29年度　共同募金運動のご報告
赤い羽根共同募金運動赤い羽根共同募金運動
１０月１日～１２月３１日
平成２９年度の募金額（合計）

県目標額１６，９０１，０００円に対し、達成率８８．８％
２，５０４件の募金がありました！ご協力ありがとうございます。

沼津市での募金の使いみち
♥お年寄りのために　　　　　　２２０，０００円

• 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　１３３，０００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　　　　　　７１，０００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

♥福祉啓発・ボランティア育成・
　各種援助のために

　５，４６０，９０４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

♥地域住民のために　　　　　　　　　　 ２，１９８，１３９円

• 地区社協の活動の助成

♥市内の福祉施設・団体への助成　　　 　４，２７４，０００円

• クリエート太陽（送迎、配送用自動車整備事業）

•きさらぎ（送迎用自動車整備事業）

•原Ａ放課後児童クラブ（すぎのこＡクラブ）（遊具整備事業）

•原Ｂ放課後児童クラブ（すぎのこＢクラブ）（遊具整備事業）

•しずおか精神障害者スポーツ推進協議会

　（スポーツ用デジタルタイマー整備事業）

•第二地区社会福祉協議会（救急医療情報ケース整備）

•大平地区社会福祉協議会（救急医療情報ケース整備）

•大岡地区社会福祉協議会（遊具整備事業）

街頭募金には大和ハウス工業㈱様、（一社）アスルクラロスポーツクラブ様、静岡住みます芸人 富士彦様、

沼津市民生委員・児童委員協議会、沼津市赤十字奉仕団、小中高生の皆さまにご協力いただきました。

１５，００２，４９９円１５，００２，４９９円

【募金の内訳】
★市内各世帯 10,120,743 円
★会社・事業所等 2,966,900 円
★学校・幼稚園・保育園（所） 814,159 円
★カード募金 401,238 円
★職域募金 276,649 円
★街頭募金  235,051 円
★その他の募金 187,759 円

（4）
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弁護士・司法書士が権利擁護についての相談に無料で応じます。要事前予約 ☎055-922-1500
◎権利擁護相談：毎月第１・第３木曜日 13：30 ～ 16：00　サンウェルぬまづにて

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
動を行う計画募金です。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２９年度の報告を申し上げます。

歳末たすけあい募金運動歳末たすけあい募金運動
１２月１日～１２月３１日
平成２９年度の募金額（合計）

県目標額７，３５０，０００円に対し、達成率１０５％
２，５０４件の募金がありました！ご協力ありがとうございます。

◆助成金贈呈事業費

援護世帯のために　　　　　　　　　　３，４２１，０００円

　 •援護世帯（478件）　　 •緊急援護世帯（15件）

◆地域福祉・在宅サービス事業費

高齢者のために　　　　　　　　　　　　　９２０，０００円

　 •高齢者対象の地区社協主催地域福祉活動の助成（９件）

　　（サロン活動、給食サービス等）

　 •高齢者施設と地域子供会との交流会への助成

◆障がいのある方、団体のために　　　　　７３０，０００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へ

　　の助成（12件）

　　（餅つき大会、お楽しみ会、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

　 •当事者団体の交流会への助成

　 •ボランティア団体の交流会への助成

◆子どもたちのために　　　　　　　　　　２３０，０００円

　 •児童・青少年対象の地区社協主催交流会への助成（２件）

　 •児童福祉施設の交流会への助成

　 •ボランティア団体の交流会への助成

◆地域住民のために　　　　　　　　　　　９２７，７４５円

　 •地域住民対象の地区社協主催地域福祉活動への助成（９件）

　　（餅つき大会、どんど焼き等）

　 •居場所運営団体への助成（５件）

◆その他　　　　　　　　　　　　　　１，４８９，９１２円

　 •助成諸経費（郵送料他）

　 • 平成30年度の地域福祉事業推進費、共同募金会事務費として

７，７１８，６５７円７，７１８，６５７円

沼津市での募金の使いみち

↑福祉施設「きさらぎ」ではもちつき大
　会を開催し、日ごろお世話になってい
　る地域の皆さんへお届けしました。昼
　食は調理ボランティアの方々の協力で
　豚汁を作り、参加者でおいしくいただ
　きました。

↑門池地区社会福祉協議会では「ふれあ
　い祭り」を開催しました。65歳以上の
　一人暮らしの方やボランティアの皆さ
　まを招待し、楽器の演奏や食事を楽し
　みました。

【募金の内訳】
★市内各世帯　　 　　　  5,755,002 円
★会社・事業所等 580,971 円
★学校・幼稚園・保育園（所） 247,757 円
★職域募金 246,348 円
★その他の募金 888,579 円

（5）



平成29年度 赤い羽根共同募金のご協力者

平成29年度 歳末たすけあい募金のご協力者

日枝神社
飛龍高等学校
復明館眼科医院
不二運輸㈱
㈲藤川商店
㈱富士製作所
富士テクノ㈱
㈱富士和
ふじわらクリニック
細沼法律事務所
みくに保育園
みどり美術印刷㈱
妙泉寺
妙法慈石会
三好 信旺
聞法寺
㈱山口工業
㈲ユウ子
立正佼成会
霊山寺
ワタキューセイモア㈱
　　  （五十音順・敬称略）

みどり美術印刷㈱
宮口 美知子
友愛道場父母の会
永明保育園 
臨済宗妙心寺派静岡東教区
　第四部宗務支所
臨済宗妙心寺派得萬山清梵寺
霊山保育園　　
　　　　   （五十音順・敬称略）

紙面の都合上、１万円以上の募金をいただいた
事業所・団体・個人の方々を掲載しております。
この他にもたくさんの善意が寄せられました。

本当にありがとうございました。

㈲アールアンドディー
赤武㈱
愛鷹保育園
あしたか幼稚園
足立会計事務所
安信運輸㈱
安養寺
㈱イカイ
㈱イノウエテクニカ
㈱イワサキ経営
植松 昇
臼井 雅子
内浦漁業協同組合代表理事組合長
㈱大川螺子製作所
㈱オートベル
㈱影山鉄工所
㈱片岡屋
加藤学園暁秀高等学校
加藤学園暁秀初等学校
加藤学園暁秀中学校
かぴらばす保育園
㈱クサガヤ急送

窪田 博行
ごとう歯科医院
小林鋼材㈱
近藤鋼材㈱
佐々木 久子
ＪＡ南駿 西浦柑橘出荷部会
慈浩会 杉谷小児科医院
静岡県立沼津工業高等学校
静岡県立沼津城北高等学校
㈱静岡茶通亭
㈱静岡中央銀行
祥雲寺
白岩 堅ニ
スルガ銀行㈱
誠恵高等学校
㈶聖隷沼津病院
㈲第一衛生社
大昭和紙工産業㈱
大東栄紙工㈱
中央幼稚園
㈱東興
㈱東広 須沢 隆弘

㈱トーヨーアサノ
ヌマセン㈱
沼津開発興業㈱
沼津市立愛鷹小学校
沼津市立今沢小学校
沼津市立門池小学校
沼津市立金岡小学校
沼津市立香貫小学校
沼津市立第五中学校
沼津市立第三小学校
沼津市立第三中学校
沼津市立第四小学校
沼津市立沼津高等学校
沼津中央高等学校
沼津梅花幼稚園
沼津埠頭㈱
㈱沼津松長トラスト
ネッツトヨタ静岡㈱ 沼津店
服部 寛市
羽野水産㈱
春の木幼稚園
坂東製粉㈱

愛鷹保育園
愛鷹幼稚園
安信運輸㈱
いずみ保育園
㈱イズラシ
㈱イノウエテクニカ
大平仏教会
岳東保育園
片浜桜プレスクール
㈱加藤工務店 藤栄会 

小諏訪 喜楽会
ジョイランド香貫ボウル沼津クラブ
常照寺花園会婦人部
真楽寺 みのりの会
スルガ銀行㈱
全矢崎労働組合 沼津支部
曹洞宗静岡県第一宗務所 第六教区会
中央幼稚園
トウセイパーク㈱
東洋電産㈱

沼津開発興業㈱
沼津市仏教会
沼津市立大岡南小学校
沼津聖マリア幼稚園
羽野水産㈱
原町仏教会
原町保育園 
復明館眼科医院
富士テクノ㈱
光林 みどり

認知症介護家族のための茶話会認知症介護家族のための茶話会
沼津市介護家族の会では認知症介護家族のための茶話会を
開催します。普段の悩みを相談したり、参加者同士で日頃
の思いを共有しませんか。お気軽にご参加ください。

●と　　き　平成30年８月９日、10月11日、12月13日、
　　　　　　　平成31年２月14日
　　　　　　いずれも木曜日 13：30～15：30
●と こ ろ　サンウェルぬまづ ２階中会議室
●対　　象　認知症の方等を介護している方
※申し込み不要、直接会場へお越しください。参加費無料

大切なご家族様の御葬儀を
心を込めてお手伝いさせて頂きます

ご相談・御見積無料　☎0120-928-935（24時間対応）
お困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください

ちょこっと
Information

介護者の思いをみんなで共有し、お互いに支え合いませんか。
◎問合せ：沼津市介護家族の会　☎055-922-1500（沼津市社会福祉協議会内）
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ちょこっと
Information

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

チャリティーバザー開催
●と　き　10月20日（土）10：00～15：00
●ところ　サンウェルぬまづ　４階　多目的ホール
●販売品　洗剤、石鹸、シャンプー、タオル類、調理器具類、バッグ、雑貨等
●お願い　駐車場は満車になる場合がありますので、ご承知ください。
　※当日、３階で福祉施設による展示・即売会も開催します。

沼津で輝いている企業を知ろう！セミナーのお知らせ
沼津にはたくさんの企業があります。これらの企業ではどんな仕事をし、私たちの地域でどのように
活動しているかご存じですか？「沼津で輝いている企業のことをもっと知ってほしい！」ということ
で今回は日本郵便㈱が行っている仕事内容や地域貢献の内容などについて紹介していただきます。

自治会館や地区センター等高齢者の集まる場所で開催される体操教室で、介護予防体操の
指導や教室のサポートをしていただく方を養成する講座です。

「健康体操サポーター養成講座」を開催します「健康体操サポーター養成講座」を開催します

●ところ　千本プラザ　大会議室および多目的ホール
●対　象　市内に住む運動を禁止されてない概ね55歳以上で、
　　　　　全回出席可能かつ、終了後に地域で活動できる人
　　　　　※講座終了後はボランティア登録をしていただきます
●定　員　30人（先着順）
●持ち物　筆記用具・飲み物・タオル・ヨガマットまたはバスタオル（体操指導の日のみ）
●申込方法　８月８日（水）９時から電話で
申込･問合せ先：沼津市社会福祉協議会　介護福祉係　　055-962-5932

●と　き　９月28日（金）14：00～15：30
●講　師　日本郵便㈱ 沼津杉崎郵便局

局長 原田敬一 氏
●対　象　どなたでも
申込・問合せ先　サンウェルぬまづ　　０５５-９２２-２０２０　ＦＡＸ：０５５-９２２-１５０２

問合せ先　沼津市社会福祉協議会　　０５５-９２２-１５００

●ところ　サンウェルぬまづ　２階　大会議室
●定　員　80人
●申込方法　８月６日（月）より電話またはＦＡＸで

開催日 時　間 内　容
1 ８/２９㈬ 13：30 ～ 16：00 講義（講座の目的、高齢者の実態・住民主体の介護予

防の重要性、健康長寿の３要素、介護予防のポイント）
2 ９/５㈬ 13：30 ～ 15：30 実技（体操指導）

3 ９/７㈮ 13：30 ～ 15：30 実技（体操指導）

4 ９/1４㈮ 13：30 ～ 15：30 実技（体操指導）

5 ９/1９㈬ 13：30 ～ 15：00 実技（ノルディックウォーキングの基礎）

6 ９/２6㈬ 13：30 ～ 16：00 講義（教室の開催方法　等)
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やさしい心をありがとうございます （平成30年５月１日～平成30年７月15日）

＊再生紙を使用しています。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

♥加藤学園暁秀高等学校・中学校 様　♥山本 栄吉 様　♥山本 成美 様
♥昌原寺檀信徒一同 様　♥沼津卓球友ノ会 様　♥匿名 2件

♥㈱ドラゴンゲート 様　♥匿名 3件

お金のご協力

物品のご協力

市民後見人養成講座市民後見人養成講座
「市民後見人」とは、地域貢献の意識が高く、成年後見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。専門的な資格を持ちませんが、養成講座を受講し家庭裁判所から選任されます。市民後見人となって地域
で活躍してみませんか？

８月31日
９月６日

９月７日～18日 ～９月21日 ９月25日～28日

講
座
の
流
れ

養
成
講
座
開
催

事前説明会 書類申請 書類選考・受講者決定 応募者へ通知

今年度の日程

10月12日（金）、10月 26日（金）
11月２日（金）､ 11月 16日（金）
12月14日（金）、12月 21日（金）

１月11日（金）
１月18日（金）
２月８日（金）

平成30年 平成31年

お茶を飲んだり、唄ったり、小物を作りながら楽しくおしゃべりしませんか。
どなたでも参加できます。お気軽に遊びに来てください。
●と　き　９月15日（土）10：00～12：00　　
●ところ　サンウェルぬまづ ４階 ホワイエ
●内　容　カフェコーナー（お茶・コーヒーのサービス、パン等の販売）、囲碁将棋コーナー
　　　　　手作りコーナー（着物をリメイクして皆さんで一つの大きな壁かけを作ります）
　　　　　お楽しみコーナー（フォトフレームを作ってプレゼントしよう）※材料がなくなり次第終了
　　　　　健康体操（健康指導士によるストレッチ等）、健康相談（健康相談員による血圧測定）
　　　　　お楽しみタイム 10：00 ～　わくわく交流タイム（三世代で交流しよう）

　　　　　11：00 ～　歌声喫茶（千本ハーモニカクラブによる歌声喫茶）♪月の砂漠♪いつでも夢を 他

終活セミナー（沼津市成年後見啓発講演会）
●と　　き　８月28日(火)
　　　　　　13：30～15：30
●と こ ろ　サンウェルぬまづ　２階　大会議室
●定　　員　80人

【申込・問合せ先】沼津市社会福祉協議会
　☎０５５‐９２２‐１５００

相続等のお困りごとが増えている中で、自分の意思を伝えて
いくためにも、事前の準備が必要です。遺言や相続、成年後
見制度について相談したい等、終活についてのアドバイスを
リーガルサポート静岡支部の司法書士がお話します。

ふれあい交流室　居場所づくりイベント（第３回）

フォトフレームの見本です

市民後見人養成講座　事前説明会
●と　　き　８月31日（金）、９月６日（木）
　　　　　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　２階　大会議室
●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）

●対　　象　沼津市在住、在勤の方（25歳以上）
●定　　員　30人（各回）
●申込方法　電話にて（先着順）
●申込・
問合せ先

沼津市社会福祉協議会
☎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

興味がある方はまず
事前説明会へ
ご参加ください！
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