
TEL/FAX 042-557-8077
www.westlandfarm.tokyo

開店時間　10：30～17：00 定休日　水曜日/年末年始

〒190-1231
東京都西多摩郡瑞穂町
大字長岡長谷部353-3

ウェストランドファームへ
ようこそ。

WESTLAND FARMは
清水牧場がお届けする、
ジェラートショップです。

新鮮な生乳と地産の食材を
ふんだんに活かした

東京発の新しいジェラートを
お楽しみ下さい。

～私たちも地域福祉活動を応援しています～
炭火串焼きと旬の魚

瑞穂店　瑞穂町箱根ケ崎 215-15

各種ケータリング・仕出し料理

TEL/FAX 042-556-0003
定休日　月曜日 火～金16：00～23：00　　土・日15：00～23：00 E-mail  y-motor@mbg.nifty.com

TEL 042-556-0767
瑞穂町箱根ケ崎476

吉野自動車

～福祉のまちづくりをめざして～
第134号　2018年（平成30年）7月1日

再生紙を使用しています
755☎（　 はせ合問お　？かんせまし載掲を告広の社会のたなあに」りよだ協社「 -0159）事務局まで

みみみみみみみみみみみみみみみみみみみ
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◆高齢者福祉センター寿楽

◆瑞穂斎場売店ゆにわ

瑞穂町大字殿ケ谷1106
TEL：042‐556‐1120　FAX：042‐556‐6141
E-mail:mizuho-jyuraku@japan.email.ne.jp

瑞穂町大字富士山栗原新田244
TEL：042‐556‐1429　FAX：042‐556‐1430
E-mail:yuniwa@mizuho-shakyo.com

災害ボランティアセンター設置訓練
（災害時を想定した、ボランティアによる安否確認）

【事務局】 瑞穂町大字石畑2008（瑞穂町ふれあいセンター内）    
 TEL042-557-0159 FAX042-557-6159 E-mail：info@mizuho-shakyo.com
【ボランティアセンターみずほ】 TEL042-557-3036 E-mail：vcm@mizuho-shakyo.com
【東部高齢者支援センター】 TEL042-557-3852 E-mail：toubuhoukatu@mizuho-shakyo.com
 ■ホームページ　http://www.mizuho-shakyo.com

　瑞穂町社会福祉協議会では、会員を募集しています。会
員とは、瑞穂町社会福祉協議会の活動に賛同し、個人・団
体・企業を問わず、活動を財政面から支えてくださる皆さん
です。
　皆さんが会費を納めていただくことが会員としての活動
（協力）なので、会員になっていただいても、特別な責任など
は負いません。
　会員の方からお預かりした会費は、瑞穂町社会福祉協議
会の基本理念である「誰もが安心して暮らせる福祉のまち
づくり」を進めていく財源となりますので、ご協力よろしくお
願いいたします。

＊ なお、瑞穂町社会福祉協議会の会員会費は「寄付金税額控除（所得控
除）」の対象となります。

個人会員 年額1口 500円
団体会員 年額1口 2,000円
賛助会員 年額1口 5,000円

会員及び会費の種別

◆問合せ先：庶務係 TEL：557-0159

地域の方々が、交流する場の運営を社協が支援しています。
（カフェかっぱちゃんサロン活動）



支出
（勘定科目別）

支出
（会計別）

人件費支出
62.5％

事業費支出
26.3％

その他
（事務費支出・積立資産支出・
基金積立資産支出・助成金支出・

負担金支出・税）
3.7％

収益事業
支出
7.5％

地域福祉推進
34.8％

その他
（歳末たすけあい運動特別会計・
障害者総合支援・瑞穂町福祉バス）

3.7％

ふれあいセンター
7.2％

東部高齢者
11.6％

高齢者
福祉センター
寿楽
23.6％

収益事業
19.1％

補助金収入
21.3％

受託金収入
48.3％

事業収入
22.7％

その他
（会費・障害者福祉サービス・

介護保険）
7.7％

収入
（勘定科目別）

収入
（会計別）

地域福祉推進
29.0％

その他
（介護保険・障害者総合支援
歳末たすけあい・福祉バス）

4.1％

ふれあいセンター
7.8％

高齢者
福祉センター
寿楽
25.4％

東部高齢者
12.0％

収益事業
21.7％

平成30年7月1日（2）

平成30年度勘定科目及び会計別収支グラフ（法人全体）
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1 第5次瑞穂町地域福祉活動計画及び第2次瑞穂町社
協発展・強化計画に基づき、地域福祉と町内社会福祉
法人との連携・協働を推進していきます。

2 地域のささえあいづくりを推進するために地域の様々
な関係団体とのネットワークを構築し、地域福祉活動
の推進と活性化を図ります。

3 瑞穂町東部高齢者支援センター及び瑞穂町高齢者福
祉センター「寿楽」を主体に高齢者等の相談支援や権
利擁護、介護予防等の充実を図り、地域包括ケアシス
テムの推進を図ります。

4 安定した財政基盤をめざし、会員会費、共同募金、寄付
金等の普及宣伝や共同募金の活用、介護保険等の事
業収入、収益事業の充実を図ります。

平成30年度　会計別予算総括表

＊予算書を詳しくご覧になりたい方は、社協事務局(ふれあいセンター内)で閲覧できます。

平成30年度の事業計画及び予算については、3月22日
に行われた評議員会にて承認を受けましたので、ご報
告します。

【重点目標】 本年度予算額
65,733
1,737
4,821
66

17,299
2,678
56,444

26,563

48,289

（単位：千円）

前年度予算額 比 較 増 減
66,985 △ 1,252
470 1,267
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17,095 204
2,678 0
56,384 60

26,476 87

47,947 342
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業
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会
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会 計 別
地域福祉推進事業
介護保険事業
障害者総合支援事業
歳末たすけあい運動事業
瑞穂町ふれあいセンター受託 事業
瑞穂町福祉バス運営事業
瑞穂町高齢者福祉センター寿楽

収益
事業

公益
事業 瑞穂町東部高齢者支援センター

瑞穂斎場売店・喫茶

高齢者福祉センター寿楽では、利用者が主体となった「納涼祭り」を開催いたます。
模擬店の食べ物や冷たい飲み物、ゲームなどで楽しく涼を求めにいらっしゃいませ
んか？年齢問わずどなたでも自由に参加できますので、ぜひご参加ください。

高齢者福祉センター寿楽では、利用者が主体となった「納涼祭り」を開催いたます。

場　所： 高齢者福祉センター寿楽正面駐車場 （殿ケ谷1106　第五小南側）
内　容： 模擬店（焼き鳥、いか焼き、焼きそば、かき氷、ゲームなど）や盆踊りなど
 ※ 福祉センターあゆみさんと今年は瑞穂町寿クラブ連合会さんが出店します。

問合せ： 556－1120（月曜・祝日休館）
 ※ 駐車場に限りがありますのでお越しの際は、福祉バスかわせみ号や公共 

 交通機関をご利用ください。お祭り終了後、町内へ臨時バス運行予定。

 ※ 寿楽利用対象者向けに、7月の毎週金曜日午前11時00分より盆踊り 
 練習会も行います。ぜひ参加してください。

日　時： 平成30年7月28日（土）
 午後5時～7時30分　荒天中止



【講　師】 村井　英一氏

【日　時】 平成30年10月13日（土）  
午後1時30分～午後4時30分

【場　所】 福生市さくら会館

【入　場】 無料（先着100人）

【主　催】 FHMの会（福生・羽村・瑞穂三地区 
精神障がい者家族会）

【問合せ】 浅見　042－555－7488

働けない子どもの
生活設計と資金計画

親亡き後の
備えについて

第15回 FHMの会 講演会

（3）みずほ社協だより　第134号

瑞穂地区配分推薦委員会 事務局
瑞穂町社会福祉協議会 庶務係
☎557－0159

ご寄付お礼 （平成30年2月1日～平成30年5月31日） 次の方々より心温まるご寄付をいただきましたので、
ここにお礼を申し上げますと共にご紹介いたします。

個人及び法人による寄付金控除について
　瑞穂町社会福祉協議会への寄付金は、所得
税法第７８条第２項第３号、法人税法第３７条
第１項及び第４項、瑞穂町税賦課徴収条例第
３４条の７第１項第１号、租税特別措置法第４
１条の１８の３に該当するため、確定申告（本
法人発行の領収書を添付）によって寄付金税
額控除（所得控除）が限度内で受けられます。
　また、平成２０年の税制改正により、東京都
及び瑞穂町の寄付金税額控除対象にもなりま
した。詳しくは、本法人が発行する領収書及び
説明資料に掲載されていますのでご確認くだ
さい。

敬称略／日付順

物品寄付

寄付金

平成30年度　赤い羽根共同募金　地域配分（Ｂ配分）の申請受付
　瑞穂地区配分推薦委員会では、8
月1日（水）より、赤い羽根共同募金
の地域配分（B配分）申請の受付を
始めます。地域配分（B配分）は、地
域でお寄せいただいた赤い羽根共
同募金をその地域で活用すること
を目的とし、地域性の高い施設・団
体がおこなう事業を対象に配分する
ものです。

○ 申請額 1施設・団体10～30万円以内
（万円未満切り捨て）

○ 対象事業 備品整備、小規模な修理や補
修、利用者主体の研修事業な
ど（施設・団体維持のための運
営費は対象外）

○ 提出期限 平成30年8月31日（金）
※申請前に必ず事前にご相談ください。

詳しくは東京都共同募金会ホームページをご覧ください。
http://www.tokyo-akaihane.or.jp/shinsei/shinseiyouryou.php

※ 地域配分（B配分）申
請要領・申請書式及
び記入例は上記ホー
ムページよりダウン
ロードできます。

申込み・問合せ

平成30年度　寄付者は
次号（10月号）でご紹介します。

古城　勝彦・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円
加藤　久美子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,797円
瑞寿連チャリティー映画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55,394円
森田　ミヨ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,065円
民謡寿の会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2,437円
池谷　功・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,322円
野本　多恵子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8,727円
指田　文子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・307円
加藤　久美子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4，336円
東京瑞穂ライオンズクラブ・・・・・・・・・・・・・・・・・100，000円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2，000円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10，000円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300，000円
戸大建設工業（株）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50，000円

今保　祐子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・切手82円×31枚
加藤　久美子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・切手2,870円分
(株)やまそう アンジェリーカ・・・・・・・・・・・・・・バスタオル２枚セット １３個
 フェイスタオル３枚セット ２６個
神田　セイ子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・書き損じハガキ15枚
栗原　幸子・・・・・・・・・・・・・・・・・ぞうきん20枚・タオル30枚

＊ 瑞穂町社会福祉協議会では､年間を通じて窓口で会員の受付を
しています｡また､ご協力いただける方については､ご連絡をいた
だければ担当職員がお伺いします｡

平成30年度 会員のご紹介については､
次号(10月)でご紹介させていただきます｡

人 事 異 動
平成30年4月1日付〔事務局〕

係長 田中 悠也 (瑞穂町へ復帰)
係長 粕谷 雅人 (昇任)

平井　喜義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20，000円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1，657円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10，000円
西一丁目ソフトボール部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4，575円
瑞穂町民生委員・児童委員協議会・・・・・・・・・・11，818円
岡部　親義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1，000円

　瑞穂ライオンズクラブ様からチャリティー
ゴルフの収益金100,000円をご寄付して
いただきました。
　この貴重な寄付金は地域推進事業のため
に使用させていただきます。

　瑞穂ライオンズクラブ様からチャリティー
ゴルフの収益金100,000円をご寄付して
いただきました。
　この貴重な寄付金は地域推進事業のため
に使用させていただきます。

　戸大建設工業（株）様は社会福祉協議会へ、長きに渡り多額の寄付をいただきま
したので、去る6月19日（火）に感謝状をお渡しました。
　この貴重な寄付金は地域推進事業のために使用させていただきます。

　戸大建設工業（株）様は社会福祉協議会へ、長きに渡り多額の寄付をいただきま
したので、去る6月19日（火）に感謝状をお渡しました。
　この貴重な寄付金は地域推進事業のために使用させていただきます。



冠婚葬祭・慶弔料理・
各種祭事・各種パーティー
イベント企画も承ります
℡0120－58－9104

高級仕出し料理

～私たちも地域福祉活動を応援しています～

支払済みのものは　対象外

最長14年（168回）以内、無利子
＊返済免除制度なし

原則不必要

進学を希望とするお子さん
＊申請者・親権者との面接があります。

入学金（上限）

500，000円

高等学校、専修学校 ：月額52，500円
高等専門学校、短期大学、専修学校 
 ：月額90，000円
大学 ：月額97，500円

教育費（上限）

高校・短大・専門学校・大学に在学中または、進学予定の
お子さんがいる世帯（生活保護世帯も対象）

対象外

教育支援資金

そ の 他

返 済

連帯保証人

申 請 者

貸付限度額

対 象

支払済みのものでも申請が可能

最長5年（60回）以内、無利子
＊高校、大学等に入学した場合　返済免除　されます！

原則必要

生計中心者（20歳以上、原則として世帯主）

中学3年生：27，400円
高校3年生：80，000円

受験料（上限）

中学3年生：200，000円
高校3年生：200，000円

塾受講料（上限）

中学3年生・高校3年生とそれに準ずるものの受験生がい
る世帯（生活保護世帯は対象外）

返済免除

受験生チャレンジ支援貸付事業

http://www.katosyoji.com 

株式
会社

西多摩支店　リサイクルプラント
〒１９０－１２３２　東京都西多摩郡瑞穂町長岡３－５－１５

ごみのリサイクルを推進する

　東部高齢者支援センターは、高齢者に関する相
談をお受けしているセンターです。
　東部高齢者支援センターの場所は「ふれあいセ
ンター内」にありますので、来ていただければ相
談ができます。また相談を待つだけでなく、高齢
者が日頃から集う場所にて「高齢者相談会」を開
催し出向くことで、気軽に相談ができる仕組みが
できればと考えております。
　介護・福祉・医療等の専門職がおりますので、介
護保険のこと、認知症のこと等、相談してみません
か。秘密厳守でご相談にのります。

 月曜日～金曜日 午前8時30分～午後5時15分 
 （土・日・祝日、年末年始を除く）

開所時間
 瑞穂町石畑2008（瑞穂町ふれあいセンター内）住 所
 557-3852T E L

瑞穂町東部高齢者支援センター

平成30年7月1日（４）

高齢者相談会

受験のための塾代や受験料の貸付、
入学金や、授業料などの　　　　　　　貸付を無利子

社協では、

で行っています。

詳しく右記までお問い合わせください。 ◆瑞穂町社会福祉協議会　庶務係 ☎557-0159

＊貸付には要件がございます。
　詳細はお問い合わせください。

※申し込みは不要です。直接お越しください。

（7/27・9/28・1/25・3/22）　　※11月は祝日の為お休み

奇数月第4金曜日　10時～11時30分
元狭山高齢者相談会

（8/24・10/26・12/28・2/22）

偶数月第4金曜日　10時～11時30分
いこい高齢者相談会

（7/17・8/21・9/18・10/16・11/20・12/18・1/15・2/19・3/19）

毎月第3火曜日　10時～11時30分

場所：元狭山コミュニティセンター

場所：寄り合いハウスいこい

場所：シルバーまちかど

まちかど高齢者相談会


