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フォロー、いいね
お願いします♪

　袖ケ浦市社会福祉協議会では袖ケ浦市から「成年後見制度利用促進体制整備事業」の委託を受け、市と連携し、
「成年後見制度の地域連携ネットワークの中核機関」の取組みの一つとして成年後見制度の相談に対応しています。

　令和3年度会計収支決算は、令和4年5月10日に監事に
よる監査を経て、理事会及び評議員会で承認されました。
ここに収支報告をさせていただきます。今後とも本会への
ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

こんなお困りごとありませんか?
●成年後見制度を利用したいが手続きが分からない
●物忘れでお金の管理が不安
●障がいをもつ子どもの将来が心配　等々
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相談窓口　袖ケ浦市社会福祉協議会　権利擁護係　　☎︎ 0438-63-3891
　　　　　袖ケ浦市役所

サービス区分 決算額
1 法人運営事業 83,757,696
2 調査・企画・広報事業 174,010
3 助成事業 369,491
4 心配ごと相談所運営事業 79,230
5 地区社会福祉協議会活動支援事業 1,132,822
6 ボランティアセンター運営支援事業 809,751
7 ボランティアセンター運営事業 66,846
8 ボランティア活動事業 473,662
9 共同募金配分金事業 8,952,794

10 福祉カー運営事業 75,253

支　出 （単位：円）（単位：円）

（単位：円）

科　　目 決算額
会費収入 7,301,850
寄附金収入 1,630,885
経常経費補助金収入 78,494,543
受託金収入 25,073,225
事業収入 2,147,482
負担金収入 0
受取利息配当金収入 2,700
その他の収入 205,202
その他の活動による収入 10,000,000
前期末支払資金残高 14,043,082

収入合計 138,898,969

収　入

科目 本年度 前年度 比較

資
産
の
部

流動資産 15,856,620 25,739,945 △ 9,883,325
固定資産 201,216,728 196,814,105 4,402,623
　基本財産 1,000,000 1,000,000 0
　その他固定資産 200,216,728 195,814,105 4,402,623

資産の部合計 217,073,348 222,554,050 △ 5,480,702
負
債
の
部

流動負債 14,140,855 17,452,176 △ 3,311,321
固定負債 63,567,100 58,507,880 5,059,220

負債の部合計 77,707,955 75,960,056 1,747,899

純
資
産
の
部

基本金 1,000,000 1,000,000 0
基金 79,083,813 69,081,133 10,002,680
国庫補助金等特別積立金 0 250,613 △ 250,613
その他の積立金 56,450,875 66,450,875 △ 10,000,000
次期繰越活動収支差額 2,830,705 9,811,373 △ 6,980,668

純資産の部合計 139,365,393 146,593,994 △ 7,228,601
負債・純資産の部合計 217,073,348 222,554,050 △ 5,480,702

貸借対照表

サービス区分 決算額
11 生活支援体制事業 17,991,929
12 生活福祉資金貸付事業 2,158,000
13 成年後見事業 227,074
14 日常生活自立支援事業 1,179,290
15 福祉資金事業 10,002,480
16 災害準備積立基金事業 200
17 社会福祉センター運営事業 3,834,000
18 自動販売機事業 417,056

支出合計 131,701,584

○高齢者支援課
　・地域包括支援センター　　　　　　　☎︎ 0438-62-3225
　・地域包括支援ながうらサブセンター　☎︎ 0438-64-2100
　・地域包括支援ひらかわサブセンター　☎︎ 0438-75-3344

○障がい者支援課　☎︎ 0438-62-3187
○地域福祉課　　　☎︎ 0438-62-3159

受付時間　8 時 30 分〜17 時 15 分（土日・祝日・年末年始を除く）
　　　　　※来所相談の場合は事前にご連絡いただきますと待ち時間が少なくスムーズです。

令和3年度決算報告

成年後見制度についての相談や利用のお手伝いをします
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  （順不同・敬称略）
中山朝子、大塚夕加里、感王寺敏子、岡田喜美

匿名22名

　6月25日（土）に袖ケ浦市社会福祉センターを訓練会
場として、災害ボランティアセンター運営訓練を実施しま 
した。
　今年は、毎年、ご協力いただいている「袖ケ浦市災害対
策コーディネーター連絡会」の方々以外にも「袖ケ浦市社
会福祉協議会理事・監事」「袖ケ浦市災害ボランティア協
力者登録制度における登録者」の方々にもご協力いただき、
運営訓練を実施しました。

　訓練内容は、昨年度の訓練で得た改善点などを踏まえ、
運営側、ボランティア側に分かれ、受付、マッチング、資材
受渡、送り出しなどの災害ボランティアを受け入れる際の
一連の流れの確認を行いました。
　いつ起こるかわからない災害に備え、今
後も、職員及び運営協力をしてくださるボ
ランティアの方々のスキルアップを図りな
がら、もしもの時に備えていきます!

　平川地区で一般貸切旅客
自動車運送事業（貸切バス）
を経営している三久交通有限
会社様から場所と電気を無
償提供いただき、車庫（長泉
寺隣）に自動販売機を設置し
ました。
　この自動販売機の売り上げ
の一部は本会が実施する福
祉事業の財源として活用させ
ていただきます。

　寄付された食品は、『フードバンクちば』より、福祉施
設や支援団体、生活が困窮している方などに配布させて
いただきます。今後も食品寄付のご協力お願いいたします。

　122名の参加申込をいただき、今年度で15回目となる袖ケ浦
市福祉チャリティーゴルフ大会が7月11日（月）に木更津ゴルフク
ラブで開催されました。
　302,530円が社会福祉協議会へ寄
付され、社会福祉協議会の福祉事業
に役立てられます。
　参加者、実行委員の皆様並びにゴ
ルフ場関係者の皆様からご協力を
賜り、誠にありがとうございました。

　袖ケ浦市社会福祉協議会の趣旨に賛同いただ
き、自動販売機を設置していただける方を募集し
ています。
　ぜひ自動販売機の設置にご協力をお願いします。
 【問合せ】庶務係

新規社会貢献型自動販売機
� 設置場所を募集しています

社会貢献型自動販売機の設置社会貢献型自動販売機の設置
〜ありがとうございました〜〜ありがとうございました〜

 『フードバンクちば』に食品を
 寄付して頂きありがとうございます。

マッチング

受　付
災害対策コーディネーター

連絡会 長沼会長挨拶
袖ケ浦市社協
小島会長挨拶

資材受渡活動打合

オリエンテーション

第15回 袖ケ浦市福祉チャリティーゴルフ
大会を開催しました

災害ボランティアセンター運営訓練を実施しました!!
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　蔵波地区社会福祉協議会の事業は「見守り事業部会」「高齢者対応事業部会」
「児童対応事業部会」「サロン事業部会」「研修事業部会」「広報活動事業部
会」の6つの事業部会総勢52名の推進委員で運営しております。
　昨年度は新型コロナ禍の影響でお花見昼食会、敬老会、ふれあいバスハイク、
視察研修等の事業を中止することになってしまいました。
　今年度は、毎月1回高齢者等の孤立防止、安否確認を目的とした「見守り訪問
事業」の継続、敬老会の開催、木曜ふれあいサロンの毎月開催、たんぽぽ通信発
行等と事業推進委員は頑張って計画しています。コロナが治まり、全面的な活動
が再開できることを願っています。

　相談は、「予約不要」で「無料」です。相談内容等
については、「秘密を厳守」いたしますので心配ご
と、悩みごとがありましたらご相談ください。

日　　時 会　　場

8月4日（木）
13時〜16時

・平川行政センター
・長浦行政センター

8月18日（木）
13時〜16時

・市役所 
・長浦行政センター

8月25日（木）
13時〜16時

・市役所 
・平川行政センター

日　　時 会　　場

9月1日（木）
13時〜16時

・平川行政センター
・長浦行政センター

9月8日（木）
13時〜16時

・市役所
・長浦行政センター

9月15日（木）
13時〜16時

・市役所 
・平川行政センター

9月22日（木）
13時〜16時

・市役所
・平川行政センター
・長浦行政センター

8月〜9月の心配ごと相談日

※ 受付は15時30分までです。状況によっては中止となる
場合があります。

※ 最新の情報はお問合せください。
 【問合せ】地域福祉係

どうしたの?　勇気を出して　助け合おう

ひろげよう　思いやりの輪　地域の輪
中川小学校　5年生　時田　天音

奈良輪小学校　6年生　松本　真夢愛

入選賞地域ぐるみ福祉推進標語

　社会福祉協議会では、結婚50周年を迎えるご夫婦をお祝
いし、記念品を贈呈します。
対　　象： 昭和47年9月1日から昭和48年8月31日に婚姻さ

れ、ご夫婦ともに健在で市内に居住している方
　　　　　※ 昭和47年8月31日以前に結婚され、金婚祝品

の贈呈を受けていない方も対象です。
申込方法： 戸籍謄本（発行から3カ月以内のもの）と夫婦の

氏名（ふりがな）・現住所・電話番号を記入した
書面を郵送または持参してください。

　　　　　※ 戸籍謄本に記載されている本籍と現住所が違
う場合は、身分証明書（運転免許証等）の提示
をお願いいたします。

申込期限： 8月3日（水）
 【問合せ】 地域福祉係　☎︎0438-63-3888

　地域にお住まいの方々のご長寿を祝し、これからもお
元気に過ごして頂きたいという願いを込め、各地区社会
福祉協議会主催で敬老会を開催します。
対象者：70歳以上の袖ケ浦市民の方
内　容：演芸発表など
主　催：市内の各地区社会福祉協議会

※学年は、第13回地域福祉フェスタ（令和3年度）時のものです。

心配ごと相談所のご案内

敬敬老老会会をを開開催催ししまますす

社協特集 社会福祉協議会の紹介！
蔵波地区蔵波地区

木曜ふれあいサロン木曜ふれあいサロン

情報誌「たんぽぽ通信」

地　区 開催予定日 場所 開始予定時刻
昭　和 9 月19 日（月・祝） 市民会館 12 時
長　浦 9 月19 日（月・祝） 長浦公民館 10 時
蔵　波 10 月 9 日（日） 蔵波小学校 13 時
根　形 9 月19 日（月・祝） 根形公民館 13 時
平　岡 9 月19 日（月・祝） 平岡公民館 13 時 30 分
中　富 9 月19 日（月・祝） 平川公民館 13 時 30 分

※ 天候不良、新型コロナウイルス感染拡大等の状況によ
り、急遽中止となる場合があります。中止の際は社会
福祉協議会ホームページ、ツイッター等でお知らせ予定
です。

　　〜ご来場の際は、下記の点にご留意ください〜
・ マスク着用・手指の消毒にご協力をお願いいたします。
・ 入場の際に、お名前・ご連絡先・体温をご記入いただきま

す。検温にご協力をお願いいたします。
・ 発熱や咳、だるさなど体調がすぐれない方は、来場をご遠

慮ください。
・ 当日は、やむを得ず入場制限をさせていただく場合もござ

いますので、予めご了承ください。

【問合せ】地域福祉係

金婚式を迎えるご夫婦に
� 記念品を贈呈します
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日　時：9月16日（金） 10時〜11時30分
場　所：袖ケ浦市社会福祉センター　大会議室
内　容：傾聴に関する基礎知識について
講　師：澤村直樹 氏（アクティヴリッスン代表）
対象者：傾聴ボランティアに関心のある方
定　員：15名（先着順）
受講料：無料
持ち物：筆記用具
その他：マスク着用でのご参加をお願い致します。
締　切：9月9日（金）
 【申込・問合せ】ボランティアセンター

日　時：11月4日（金）・11日（金）・25日（金）・
 12月2日（金） 全4回　10時〜12時
 ※ ただし、11月25日（金）は、録音体験を実施

する為、人数によっては、午後までになる可
能性があります。

場　所：袖ケ浦市社会福祉センター　大会議室
内　容：音訳に関する基礎知識及び技術について
  音訳体験（実際に広報そでがうらの音訳を体

験していただきます。）
講　師： 松本道子 氏（視覚障害者総合支援センターち

ば音訳会会員）
対象者： 音訳ボランティアに興味関心があり、受講後

活動の意思がある方
定　員：10名（先着順）
受講料：無料　　持ち物：筆記用具
その他：マスク着用でのご参加をお願い致します。
締　切：10月26日（水）
 【申込・問合せ】ボランティアセンター

傾聴ボランティアとは…
　相手に寄り添い、話し相手となるボランティア 
です。
　入門講座では、様々な場面での傾聴方法を学ぶ
ことでボランティア活動での基礎知識だけではなく、
家族やご近所づきあいなど、生活の中でも役立つ
講座です。
　毎年開催している傾聴ボランティア交流会とあわ
せて開催します。コロナ禍でな
かなか活動出来ない中、改めて
傾聴について学んでみませんか。
　皆様のご参加をお待ちしてお
ります!!

音訳ボランティアとは…
　視覚に障がいのある方のために、活字で書かれて
いる書籍や雑誌、広報紙、新聞などの内容を音声にし
て伝える「ボランティア」です。
　入門講座では、音訳に関する基礎知識、技術を学
んでいただくとともにふだん体験するこ
とのできない、音訳の体験も行います
ので、ぜひ、この機会に講座を受講して
みませんか?
　皆様のご参加をお待ちしております!!

傾聴ボランティア
入門講座・交流会を
開催します!!

音訳ボランティア
入門講座を開催します!!

袖ケ浦市ボランティアセンター
（社会福祉協議会内）
☎0438ｰ63ｰ3988（直通）
FAX 0438ｰ63ｰ0825

ああ
まま
つつ
れれボランティア

友田和美　山嵜亜希子　北村幹夫　佐久山武夫　柳瀬芳枝　木村和子　高瀬たみ　西沢芳夫　
石渡美紀子　小助川開光　中山力　髙橋光正　渡邉隆昭　上嶋晃太・駿太　佐伯美代子
松永敬一　泉孝明　西村和之　渡邉キヨ子　吉田緑　山崎とよ子　石井美喜男　田村勲
かずさファミリティサービス（株）　袖ケ浦市赤十字奉仕団　袖ケ浦瑞穂特別養護老人ホーム　
SUNSMILEプロジェクト　袖ケ浦市役所　手話サークル「めだかの会」　椎の木グループ
絲友会　デイサービスおとの里　（株）メディアサイトウ　蔵波台若草東自治会　𠮷村昭研究会　
臨海スポーツセンター　袖ケ浦菜の花苑　カトレアンホーム　健康麻雀あじさい　三久交通（有）
みどりの丘　長浦マンドリンアンサンブル　GGさつき会　チヨダウーテ（株）　ちいたの福王台
袖ケ浦地区更生保護女性会　神納箕和田有志　袖ケ浦市消防本部平川消防署　東京ドイツ村
神納一区出津分区３班B　袖ケ浦教習所　房総ファミリア（株）　東京酸素窒素（株）
百目木公園管理組合　平川いきいきサポート
匿名２４名

袖ケ浦市社会福祉協議会への寄付、協力ありがとうございます
皆様の善意を大切にし、福祉事業に役立てさせていただきます。

（寄付金・寄付物品・ペットボトルキャップ・古切手）期間：令和4年5月16日〜7月15日

*現在プルタブの回収は行っておりません

【寄付金】
個人・団体（順不同・敬称略） 金額（円）
㈱黒田不動産鑑定 20,000
出光千葉陸上輸送協力会 100,000
渡邉　キヨ子 10,000
袖ケ浦市建設業協同組合 30,000
齢77婚続50袖住40 39,000
袖ケ浦市福祉チャリティー
ゴルフ大会実行委員会 302,530

匿名（7件） 31,401
合　計 532,931

「声の広報」社協ではボランティア音訳グループ「やまゆり」の協力を得て、声の広報を作成し、無料で貸し出しています。　問合せ　地域支援係

【ペットボトルキャップ、古切手等】（順不同・敬称略）

参加者募集!!参加者募集!!
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