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居場所づくり学習会を開催します
気軽におしゃべりしたり、趣味活動や健康づくりなどを行う「居場所」が全国的に増

えており、人と人がつながり、孤立させない地域づくりにも重要な役割を果たしています。
これから「居場所」を作りたいと考えている方、どんな所なのかを知りたい方など、

どなたでも参加できます。みなさんのお申し込みをお待ちしています。

●と こ ろ ： 千本プラザ２階大会議室 他（沼津市本字千本1910-206）
●定 　 員 ： 20人（先着順）
●持 ち 物 ： 筆記用具、昼食
●参 加 料 ： 無料
●申 込 方 法 ： 8月13日（火）９時から電話で
●申込・問合せ先 ： 沼津市社会福祉協議会　☎055-922-1500

１ページ… ……… ●…居場所づくり学習会…開催のお知らせ
２・３ページ… … ●…平成 30年度…沼津市社会福祉協議会決算・事業報告
４・５ページ… … ●…平成 30年度…共同募金運動のご報告
６ページ… ……… ●……女性のための結婚相談、さっさかエクササイズの放映、…

サンウェルふれあいイベントのご案内
７ページ… ……… ●……セカンドライフ講座、介護予防サポーター養成講座、…

チャリティバザー開催のお知らせ
８ページ… ……… ●…市民後見人養成講座、認知症介護家族のための茶話会開催のお知らせ

開 催 日 時 間 予 定 内 容

1 9/3（火 ） 9:30 ～16:00
・居場所の意義や効果について
・ 支えあいについて学ぶ「新たすけあいゲーム」
・沼津市内の空き家の現状と活用について
・居場所での食事提供における留意事項等について

2 9/5（木） 9:30 ～12:30 ・居場所見学

3 9/6（金） 9:30 ～15:30
・居場所見学
・居場所を行っている方の実践報告
・見学の振り返り、今後に向けて

本号のもくじ
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6月13日（木）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30年度決算
を報告いたします。

合計 7億2,802万1,559円 合計 6億980万4,111円

平成30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30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、2,024万
9,161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。

266,998,498 円

123,390,317円

102,010,887円

199,977,617円

56,723,696 円

20,249,161円

14,673,950 円

11,650,124 円

11,370,588 円

8,128,000 円 3,106,778 円

985,638 円

762,385 円

424,314 円

不動産
貸付事業

受託金収入

介護保険事業収入

経常経費補助金収入

会費収入

貸付事業収入

積立資産取崩収入

障害福祉サービス等
事業収入

基金積立資産
取崩収入 寄付金収入

その他の収入

受取配当金収入

負担金収入

6,207,426 円
事業収入

ぬまづ健康福祉
プラザ受託経営事業

68,926,367円

法人運営事業

老人デイサービス事業

86,710,071円

千本プラザ
受託経営事業

77,595,037円

老人居宅
介護等事業

28,442,872円

20,468,328 円

駅北居宅介護
支援事業

14,763,490 円

13,705,696 円

高額療養費
支払資金貸付事業

28,658,405 円
千本居宅介護支援事業

地域包括支援センター
受託経営事業

共同募金配分金事業

5,961,291円

2,399,000 円

2,015,960 円

1,717,238 円

1,210,204 円

214,800 円

日常生活自立支援事業
13,291,084 円
地域福祉推進事業

10,739,440 円

障害者居宅
介護等事業

7,583,624 円

いきいきホーム
松下事業

福祉総合相談事業

ボランティア活動育成事業

成年後見支援事業

生活支援体制整備事業

※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 20,519,812円を差し引いています。

前年度繰越金　1億 2,676万3,384円含む

平成30年度  決 算 報 告

収入 支出
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地域福祉の推進

ボランティア 在宅福祉サービス事業

福祉サービス事業の受託運営 権利擁護事業

共同募金運動

相談事業

・地区社会福祉協議会への活動支援
・生活支援体制整備事業の実施
・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�

・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

・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

・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
・市民後見推進事業
・法人後見の受任

・赤い羽根共同募金　　
・�歳末たすけあい募金�
（詳しくは4～5ページ）

・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、高額療養費）
ほか

「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。

平成30年度  事 業 報 告

小学生福祉体験講座

サンウェルぬまづクリスマスコンサート

災害ボランティアコーディネーター養成講座 地域包括支援センター地域介護予防教室
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赤い羽根共同募金運動　10月1日～12月31日

●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……………………………………… 52,000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……5,549,232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…………………………………… 1,515,560円
　・地区社協の活動の助成
●市内の福祉施設・団体への助成………………………10,615,000円
　・沼津グリーンヒル（送迎用自動車整備事業）
　・太陽の丘グループホーム第３事業所（送迎・配送用自動車整備事業）
　・すずらん（機器整備事業）
　・プラザティンクル（送迎用自動車整備事業）
　・こころみファーム（設備整備事業）
　・多比保育園（張替工事事業）
　・特定非営利活動法人静岡こころのサポートセンター（カウンセリングの場提供等事業）
　・開北地区社会福祉協議会（救急医療情報キット整備）
　・第五地区社会福祉協議会（救急医療情報キット整備）

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 石田歯科医院 ㈱イワサキ経営
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 大平災害救援隊
㈱影山鉄工所 ㈱片岡屋 加藤学園暁秀初等学校� ㈱クサガヤ急送
窪田�博行 ごとう歯科医院 小林鋼材㈱ 近藤鋼財㈱�
財団法人�聖隷沼津病院 ＪＡ南駿�西浦柑橘出荷部会 静岡県立沼津東高等学校� ㈱静岡茶通亭
㈱静岡中央銀行 祥雲寺 白岩��堅ニ ㈱伸東測量設計
杉山�伊三雄 誠恵高等学校 ㈲第一衛生社 第五小学校
大昭和紙工産業㈱ 大東栄紙工㈱ ㈱東興� トウセイパーク㈱�
㈱東広 ㈱トーヨーアサノ 認定こども園�片浜桜� 認定こども園�中央幼稚園
ヌマセン㈱ 沼津開発興業㈱� 沼津市立大岡小学校� 沼津市立香貫小学校�
沼津市立�静浦小中一貫学校 沼津市立第一小学校� 沼津市立第三小学校� 沼津市立第四小学校�
沼津市立長井崎中学校� 沼津市立原小学校� 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�久雄 春の木幼稚園�
坂東製粉㈱ 日枝神社� 飛龍高等学校� 不二運輸㈱�
㈲藤川商店 富士テクノ㈱� ㈱富士和 ふじわらクリニック
細沼法律事務所 みどり美術印刷㈱� 妙泉寺 妙法慈石会
三好�信旺 ㈱明電舎�沼津事業所� 慈浩会�杉谷小児科医院 聞法寺
㈱山口工業 ㈲アールアンドディー ㈲ユウ子 立正佼成会
霊山寺 ワタキューセイモア㈱

 沼津市での募金の使いみち

平成30年度　赤い羽根共同募金のご協力

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３０年度の報告を申し上げます。

（五十音順・敬称略）

街頭募金には沼津市民生委員児
童委員協議会、沼津市赤十字奉
仕団、小中高生の皆様などご協力
いただきました。

平成30年度の募金額（合計）13,897,321円
県目標額16,213,000円に対し、達成率85.7％、2,467件 の募金がありました！
ご協力ありがとうございます。
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歳末たすけあい運動　12月1日～12月31日

◆助成金贈呈事業費
　援護世帯のために……………………………3,095,00円
　・援護世帯（440件）　　・緊急援護世帯（3件）
◆地域福祉・在宅サービス事業費
　高齢者のために……………………………… 869,152円
　・�高齢者対象の地区社協主催地域福祉活動の助成（８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
　・ボランティア団体の交流会への助成
◆障がいのある方、団体のために……………… 680,000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（11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………………………… 200,000円
　・児童・青少年対象の地区社協主催交流会への助成（2件）
　・ボランティア団体の交流会への助成
◆地域住民のために………………………… 1,384,392円
　・�地域住民対象の地区社協主催地域福祉活動への助成（10件）�
（餅つき大会、どんど焼き等）

　・居場所運営団体への助成（10件）
◆その他……………………………………… 1,333,306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

赤武㈱ 愛鷹保育園 愛鷹幼稚園 安信運輸㈱
いずみ保育園 ㈱イノウエテクニカ 浮島保育園 永明保育園
大平仏教会 岳東保育園 認定こども園�片浜桜プレスクール ㈱加藤工務店�藤栄会
かぴらばす保育園 コーラスグループあしたの風 小諏訪喜楽会 ジョイランドボウル原�沼津クラブ
常照寺花園会 真楽寺みのりの会 スルガ銀行㈱ 誠恵高校
全矢崎労働組合�沼津支部 曹洞宗静岡県第一宗務所六教区会 静岡県曹洞宗東部教連�青年部 中央幼稚園
東洋電産㈱ 沼津開発興業㈱ 静岡県立沼津工業高等学校 沼津市仏教会
沼津市仏教婦人会 沼津聖マリア幼稚園 羽野水産㈱ 原町仏教会
原町保育園 富士テクノ㈱ 双葉幼稚園 みくに保育園
みどり美術印刷㈱ 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

平成 30年度… …共同募金運動のご報告

 沼津市での募金の使いみち

平成30年度　歳末たすけあい募金のご協力者

（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。

▲第一地区社協では、「どんど焼き」を開催し、
子どもから高齢者まで多くの地域住民が集ま
りました。お飾りを燃やした後は、お団子を
焼いてみんなで美味しくいただきました。

▲あしたかホームでは、地域の子ども会を招き、
「餅つき大会」を開催しました。昔ながらのお
餅つきを体験し、一足早いお正月気分を味わ
いました。

平成30年度の募金額（合計）7,561,850円
県目標額7,198,000円に対し、達成率105.05％、358件 の募金がありました！
ご協力ありがとうございます。
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女性のための結婚相談を開催します 
理想の相手に出会えるチャンス

● と　　き ８月４日（日）10:00～12:00、13:00～15:00
● と こ ろ  サンウェルぬまづ　2階中会議室
● 料　　金 無料
● 対　　象 独身の女性（男性の方は通常相談日にて相談受付）
● 持ちもの 住民票の写し（家族全員の記載があり、3ヶ月以内のもの）
 写真２枚（3.5×4.5cmとＬ判）、認め印

毎週水曜日 10:00～15:00、第２日曜日 10:00～15:00
サンウェルぬまづ2階　中会議室

● と　き ９月６日（金）10:00～12:00
● ところ  サンウェルぬまづ ４階 

ホワイエ・多目的ホール
● 内　容  カフェコーナー（お茶・コーヒーのサービス、

焼き菓子等の販売）�
手作りコーナー（着物をリメイクし、１年を
かけて一つの大きな壁かけを作ります）

  お楽しみコーナー（ハロウィンのリース作り）
� ※材料がなくなり次第終了
 健康相談（健康相談員による血圧測定）
 囲碁将棋コーナー、子どもの遊びコーナー
 �10:15～  歌声喫茶（松本郁子さんと共に皆

さんでシャンソンを歌いましょう）
  ♪夜明けの歌 ♪ラストダンス ♪ふるさと 他
  １1:00～  健康体操（健康指導士によるスト

レッチ等）

　サンウェルぬまづ2階「生きがい活
動室」、「健康増進ルーム」において
「さっさかエクササイズ」を放映してお
ります。
　１回の体操時間は14分間と繰り返
し放映しておりますので、いつでもお
気軽に参加することができます。
　タオルを使った体操になりますので、
参加の際はタオルをお持ちください。

お茶を飲んだり、歌ったり、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。

リースの見本です

登録後、相手側のプロフィールが見られるようになります。
気になるお相手がいたら、双方のご都合に合わせ、会ってお話ができます
今回は女性だけを対象としていますので、この機会にお気軽にお越しくだ
さい ��専門相談員があなたにピッタリな相手をマッチングします ♡豪華成婚祝いあり♡

♡挽きたてコーヒーの
　無料サービスあり

婚活イベントに
行くのは
勇気がいる…

結婚はしたいけど
出会いがない…

「さっさかエクササイズ」に
気軽に参加して

健康づくりに努めませんか♪

「さっさかエクササイズ」に
気軽に参加して

健康づくりに努めませんか♪

第2回 サンウェルふれあいイベント
（居場所イベント）

第2回 サンウェルふれあいイベント
（居場所イベント）

通常の
結婚相談日



問合せ先　沼津市社会福祉協議会　☎055-922-1500

申込・問合せ先  沼津市社会福祉協議会 介護福祉係
☎055-962-6260 または ☎055-962-5932
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第二の人生（セカンドライフ）をエンジョイするため、「何か始めてみたい」と思って
いる方、ご自分の特技を活かしたい方は、この講座をきっかけに新たな活躍の場を
見つけ、地域で活躍してみませんか？

介護の資格はナイけど･･･介護のお仕事してみたい！　将来の介護のために･･･知
識を身につけたい！　そんなあなたも、この講座に参加してみませんか？

●と こ ろ� 千本プラザ　2階　中会議室　沼津市本字千本1910-206
●対　　象� 市内に住む概ね60歳以上の人で、基本的に全日程参加できる人
●定　　員� 30人　　●参加料　無料　　●持ち物　筆記用具　　
●申込方法� 電話にて申込み（先着順）

●と こ ろ� 千本プラザ　2階　小会議室　沼津市本字千本1910-206
●対　　象� 市内に住む概ね60歳以上の人で、両日参加できる人
●内　　容� �介護保険事業所等の従事者やボランティアとして活動する人を養成する�

講座です。（講座修了生にはボランティア登録をしていただきます）
●定　　員　15人　　●参加料　無料　　●持ち物　筆記用具、昼食
●申込方法　電話にて申込み（先着順）

開 催 日 時　間 内　容
9/17（火 ） 10:30～12:00 セカンドライフを楽しむために「現在そして未来の私 」

9/19（木） 10:30～12:00 めざせほめ上手！ほめ達講座「ほめて笑顔で元気になろう！」

9/24（火 ） 10:30～12:00 地域のサロン見学

9/26（木） 10:30～12:00 「地域の中でもこんなにも活躍できる場所が」（活動紹介）

開 催 日 時　間 内　容

10/17(水 ) 9:30～15:00 ・高齢者の現状　・介護保険制度について
・介護予防のポイント　他

10/31(水 ) 9:30～15:30 ・マナーとコミュニケーション　・心構えについて
・緊急時の対応方法　他

チャリティーバザー開催のお知らせ
●と　き� 10月26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、�

ご了承ください。
※当日、３階で福祉施設による展示・即売会も開催します。

「セカンドライフ講座」を開催します

「介護予防サポーター養成講座」を開催します
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権利擁護相談

今年度の
日程

沼津市社協では、静岡県弁護士会と（公財）成年後見センター・リーガルサポート
静岡支部の協力をいただき、権利擁護相談を行っています。
成年後見制度のことや、申立について相談したい方はご利用下さい。

 お金のご協力
♥ラビュー沼津㈱�様（3回目）　♥Na�Lima�Ke�Aloha�様（2回目）　
♥静岡県東部イベント商業協同組合�様（23回目）�
♥㈱大成�様（13回目）　♥昌原寺檀信徒一同�様（11回目）　
♥山本�栄吉�様（19回目）　♥山本�成美�様（9回目）　♥匿名１件

♥㈱アペックス�様　♥ますみや�様
 物品のご協力

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。

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

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

（令和元年５月１日～令和元年７月１５日）

「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？

やさしい心をありがとうございます

●と　き 10月10日（木）
 13:30～15:00　
●ところ サンウェルぬまづ中会議室　
※ 申し込み不要、直接会場へ 

お越しください。

認知症の家族を
介護している
悩みや思いを
共有しませんか。

認知症介護
家族のための

茶話会

参加費無料

講 座の流 れ

■と　き	 毎月第１木曜日
	 （祝日の場合は翌週）
	 13：00～16：00
■ところ	 サンウェルぬまづ

■と　き	 毎月第３木曜日
	 （祝日の場合は翌週）
	 13：30～16：30
■ところ	 サンウェルぬまづ

☎ 完全予約制
相談料は無料です！
1回30分単位での相談です

●と　　き	 ８月30日（金）10：00～11：30
	 ９月		４日（水）13：30～15：00
	 ※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
	 （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）

●対　　象	 沼津市在住の方（25歳以上）
●定　　員	 30人（各回）
●申込方法	 ８月８日より電話にて（先着順）	
	 ☎055-922-1500
	 氏名、住所、電話番号、年齢を	
	 伺います。

市民後見人
養成講座

事前説明会

８月30日、９月４日 9月５日～17日 9月24日～27日～9月20日

養成講座開催
令和元年
　10月４日（金）、10月18日（金）
　10月25日（金）、12月６日（金）
　12月20日（金）

令和２年
　1月10日（金）、	1月17日（金）
　1月31日（金）、	２月７日（金）
　

興味がある方はまず
事前説明会へ

ご参加ください！

弁護士相談 司法書士相談

事前説明会 書類申請 応募者へ通知書類選考・受講者決定

【申込・問合せ先】　沼津市社会福祉協議会　☎ 055-922-1500

市民後見人
養成講座


