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赤い羽根共同募金運動が
10月1日スタートします！

令和元年度 「赤い羽根運動募金」 の実績報告

　今年も10月1日から「赤い羽根共同募金運動」が全国一斉に展開されます。
　赤い羽根募金は、地域の福祉活動や、福祉施設、福祉団体、ボランティア活動充実のための支援
や、大規模災害時の活動支援などに配分され大切に使われております。今年も皆さんの温かいご協
力をお願いいたします。

　山形県・長野県・岐阜県・島根県・福岡県・佐賀県・熊
本県・大分県・鹿児島県において、7月3日からの豪雨
により、各地で記録的な大雨となり、人的被害をはじ
め、河川の堤防決壊等による洪水や土砂崩れ等の災
害が発生しました。
　この災害により亡くなられた方のご冥福を祈ると
ともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げ
ます。
　義援金の受付を行っております。
皆様のご協力をお願い致します。

1． 一般募金・・・・・・・・・・1,349,110円
2． 職域・団体募金・・・・・・・・31,745円
3． 学校募金・・・・・・・・・・・・・・18,074円
4． その他募金・・・・・・・・・・・・58,226円

　令和元年度の募金は、全額宮城県共同募金会
へ送金し、令和2年度の事業として県内全体及び
社会福祉協議会等へ配分し、活用されています。

～短冊に願いを込めて～

災害義援金
受付しております

●赤い羽根募金総額…1,457,155円

内
　
訳

●歳末たすけあい募金総額…70,810円

在宅福祉サービス事業として（子ども見守り事
業、災害時対策事業など）

●社会福祉協議会………826,165円 ●歳末たすけあい配分金……70,810円

内
訳
1． 篤志募金・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,810円
2． 個人募金・・・・・・・・・・・・・・・・・・20,000円

地域福祉事業として（高齢者福祉事業、障が
い児・者福祉事業、ボランティア活動育成事
業、福祉団体育成事業など）

令和2年7月
豪雨災害義援金

川崎町共同募金委員会より
川崎町社会福祉協議会
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　デイサービスでは毎年7月に利用者の方々と七夕飾りを作成しています。今
回は、柴田農林川崎校ボランティア部のみなさんからの協力をいただき、色と
りどりの七夕飾りを作成、飾る事ができました。
　作成した七夕飾りはデイサービス内と、福祉センターの通路に飾らせていただきました。
　「ここで七夕飾りを見れるとは思わなかった。夏が来たと実感できる、ありがとう。」と、言葉をいただきました。
　コロナウイルスの1日も早い終息を全員でお願いしています。

　柴田農林川崎校ボランティア部のみなさんより、今年もデイ
サービスに協力いただいております。できる事から始めようと
いう事で、七夕飾りを作成していただきました。

　川崎町ボランティア友の会では、一人暮らしの高齢者の方々を対
象に、体操や簡単な手工芸を行ったり、お茶を飲みながら気軽に話
ができる交流の場、「お茶っこ飲み会」を７月から再開しています。
　今後も新型コロナウイルスの状況次第で変更・中止する事があり
ますが、対策(３密防止、検温や手指消毒等)をしっかり行いながら、
毎月開催していく予定です。是非一度参加してみませんか？

～短冊に願いを込めて～

お茶っこ飲み会のお知らせ

　どなたでも入会できます。ボランティア活動に興味がおありの方は、お気軽にお問い合わせください。

ボランティア友の会　
会員も募集しております

　7月よりお茶っこ飲み会を再開しました。
　コロナウイルス対策を徹底しながら、活動を
行って参ります。
　活動再開第1弾は、七夕飾り作りを行いました。
　みなさんの願い、叶いますように!!!

令和2年10月14日(水)、11月5日(木)日　時

10：00～12：00時　間

川崎町健康福祉センター
(１階コミュニティーホール)

場　所

手芸などの趣味活動、健康体操、
語り部、講師を招いての講話等

内　容

１００円～参加費

川崎町ボランティア友の会主　催

５００円友の会年会費

TEL８５-１２２２お問い合わせ
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令和元年度地域福祉推進事業会計決算報告

令和元年度介護保険事業会計決算報告
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項　目 金　額 内　訳

収
　
入

項　目 金　額 内　訳

共同募金
配分金収入

共同募金
配分金事業費経常経費

補助金収入
運営費補助
・県社協補助 

受取利息
配当金収入

積立資産
取崩収入

拠点区分間
繰入金収入

その他の活動
による収入

前期末支払
資金残高

支
　
出

項　目 金　額 内　訳

（単位：円）

（単位：円）

会費収入

寄附金収入

事業収入 参加費収入

各福祉団体

その他の収入

収入計

受託金収入

946,797 

922,645 
13,315,000 

固定資産
取得支出 0

基金積立
資産支出 2,009 

その他の活動
による支出 退職共済支出5,092,480 

2,258 

6

0

当期末支払資金
残高 9,297,157 

0

21,400,161 

2,780,000 

379,755 

35,000 

267,760 

83,939,120 

支出計 74,641,963 

44,812,383 

普通会費収入
2,304,000

団体会費収入
15,000 

賛助会費収入
461,000 

一般寄付

町受託金収入
44,668,323

県社協受託金収入
144,060 

一般募金
配分金収入

818,041

一般募金
配分金事業

800,481 

歳末たすけあい
配分金事業費

122,164 

歳末たすけあい
配分金収入

128,756 

人件費支出 58,132,103 

助成金支出 515,000 

各種負担金支出負担金支出 76,169 

その他の支出 0

事業費支出 4,593,172 

事務費支出 5,308,385 

収入計 287,171,750

支出計 113,072,836

居宅介護サービス 居宅介護サービス120,740,887 113,072,836居宅介護支援・訪問
介護・通所介護

居宅介護支援・訪問
介護・通所介護

前期末支払
資金残高 166,430,863

当期末資金
残高 174,098,914

たんぽぽ会は町内のサロンの中でも歴史あるサ
ロンのひとつで、毎月第1土曜日に野上分館で活動
されています。
今回、サロン代表である最上悦子さんに話を伺

いました。コロナウイルスによりしばらくの間活
動を自粛されていましたが、スタッフと活動再開
について話し合いを重ね、7月より3密やソーシャ
ルディスタンスなどできる限りのコロナウイルス
対策を行いながら、活動を再開されています。
「月に1度集まって話ができる

のは本当に楽しいんだ。自粛中は
寂しかった。」と話される参加者
もおり、みなさん活動再開を心待
ちにされていた様子でした。

サロン活動の内容は、主に手工芸や身体を
動かすレクリエーション、講師を招いての講
話などを行っており、毎回楽しく活動できて
いるとの事です。
サロンを利用されている方の特徴を伺うと、

畑作業をされている方が多く、元気もりもり
な方ばかりとの事。
これからも仲良く元気にたんぽぽ会を楽し

んでいただけるように、私たちも一緒に楽し
みながらサロンを続けていきますと、最上さ
んは話されます。

地域のサロンを紹介します
川崎町内にて活動を行っているサロンを取り上げています。

今回は、たんぽぽ会を紹介します。

たんぽぽ会
開催日時：毎月第1土曜日
9:30～11:30
開催場所：野上分館

最上さん、ありがとうございました。これからもお邪魔させていただきます。

非常用袋の中身は何かな？
非常持ち出し袋の中身をみなさんで確認

しています。各家庭で必要物品の量や物は
違ってくるので、家族で必要な物を再確認い
ただければと思います。

いつどこで起きてもおかしくない災害に備える

重要さを再確認していただきました。

サロン活動の内容
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手洗いの仕方

　ドアノブや電車のつり革など様々なものに触れることにより、自
分の手にもウイルスが付着している可能性があります。外出先か
らの帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗いましょう。

　川崎町デイサービスセンターでは、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底しております。
　お迎え時の体調・体温確認はもちろん、3密防止、飛沫防止対策として新たに透明のアクリルパネルを各テーブ
ルに設置しています。利用されているみなさんに安心安全に過ごして頂けるように、これからも新型コロナウイ
ルス対策を徹底してまいります。

感染症対策へご協力をお願いします。

新型コロナウイルス対策について
川崎町デイサービスセンター

新型コロナウイルスを含む感染症対策の
基本は「手洗い」や「マスクの着用を含む

咳エチケット」です。

手洗い
の前に

流水でよく手をぬらした
後、石けんをつけ、手の
ひらをよくこすります。

手の甲をのばすよ
うにこすります。

●正しい手の洗い方

❶ ❷

指先・爪の間を念
入りにこすります。

❸

指の間を洗います。

❹

親指と手のひらを
ねじり洗いします。

手首も忘れずに洗
います。

❺ ❻

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペー
パータオルでよく拭き取って乾かします。

・爪は短く切っておきましょう。
・時計や指輪は外しておきましょう。

出典：厚生労働省ホームページより

福祉体験学習(福祉教育事業の取り組み）
～キャップハンディ体験～

段ボールベッドづくり 防災クッキング 防災福祉マップづくり 

　7月28日(火)富岡小学校3年生の児童を対象に視覚障がい・点字体験を行いました。
　点字というものはどういうものか点字の本や点字器に触れ、その後実際に点字器を使って簡単
な単語などを打つ体験を行いました。
　目で文字を見る事ができなくても、指を使えば文字を読む事ができる。出来ないと思う事でも
実はできる事はたくさんあるという事を、点字体験を通じて学んでもらえればと思います。

町内の学校や地域で実践できる
防災・ふくし教育プログラムを行っています

　災害は、突然やってきます。災害から身を守るために避難する事もあるかもしれません。
　日頃から備えておく物品や、災害時の危険箇所や避難ルートの確認、簡単に作る事ができる非常食や調理方法の紹介など、
防災・ふくし教育プログラムを実施しています。

●防災ビンゴゲーム ･････････････････ 災害時に必要な物品をグループごとにビンゴゲームを通じて学びます。
●非常持ち出し袋の中身はどんなもの？ ･･･ 非常持ち出し袋の中身は何が必要か皆さんで考えます。
●ＫＹＴ(危険予知トレーニング) ･･･････ 身近な場所や写真から、危険を予知・回避する方法を考えます。
●防災福祉マップづくり･･････････････ 地域の中で要援護者等の有無や、危険箇所の確認、避難所までのルート等、

実際の地図に書きこんでいき、マップを作成します。
●避難所体験 ･･････････････････････ 避難所へ避難した時に少しでも快適に生活が出来るかを、体験を通じて学びます。
●防災クッキング ･･･････････････････ 断水時等に役立つ災害時の調理方法を学びます。
●サバイバル飯作り･････････････････ 限られた食材や調理方法で作る料理です。
●バーチャルマップ作り･･････････････ 仮想の街を想定し、災害発生時にどのように対応していくのか、

グループワークを行いながら一緒に学んでいきます。

　この他にも、避難時(避難所での生活等)体験談などの話もできますので、気軽にお問い合わせ下さい。

～防災・ふくし教育プログラムの例～
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