
再生紙を使用しています。「社協だより」にあなたの会社の広告を掲載しませんか？　お問合せは 　事務局まで（☎557-0159）

～私たちも地域福祉活動を応援しています～

車のことなら
何でもお任せください

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まです。
皆さま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。

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

瑞穂町社会福祉協議会瑞穂町社会福祉協議会

皆さまからお預かりした会員会費は
地域福祉のために使用させて
いただきました。

会員及び会費の種別

◆問合せ先：庶務係
　             　☎５５７－０１５９

＊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。

会
員募集

◆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

み ほ
ず

 
 

【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】
【東部高齢者支援センター】 TEL042-557-3852　E-mail：toubuhoukatu@mizuho-shakyo.com

TEL042-557-3036　E-mail：vcm@mizuho-shakyo.com

  ■ホームページ　http://www.mizuho-shakyo.com
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～福祉のまちづくりをめざして～～福祉のまちづくりをめざして～

令和元年度

お酒の御用命は、近くのお酒屋さんへ！

㈲田 中 酒 店　☎568－0053

　森田屋商店　☎556－0943㈱マ ス ダ ヤ　☎557－0123
　中 村 酒 店　☎557－0365
　髙 水 酒 店　☎557－0041

㈲浜　木　屋　☎557－0019

瑞穂酒販会

ひなたぼっこサロン

カーネーションサロン

いつでも、だれでも、気軽に参加できる
居場所づくりの集まりです。サロンとは、



令和元年度の　事業計画及び予算

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、権利擁護や生活困窮など
自立支援に向けた地域福祉事業を推進します。

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
な関係団体やボランティア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介護予
防等の充実を図り、地域包括ケアシステムを推進しま
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、相談
支援等の事業収入、収益事業の充実を図ります。

（単位：千円）

令和元年度　会計別当初予算総括表（収入）

令和元年度　勘定科目及び会計別収支グラフ（法人全体）

収入（勘定科目別）

収入（会計別）

支出（勘定科目別）

支出（会計別）

会　　計　　別

社 

会 

福 

祉 

事 

業

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
東部高齢者支援センター
瑞穂斎場売店・喫茶
瑞穂町社会福祉協議会

68,434
1,873
4,801
73

18,323
2,678
56,497
27,020
46,928
226,627

本年度予算額 前年度予算額 比較増減
59,284
1,737
4,821
66

17,299
2,678
56,264
26,563
48,289
217,001

9,150
136
△20
7

1,024
0

233
457

△1,361
9,626

その他
（会費、障害者福祉
サービス、介護保険）
13.2%

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）　2.1%

ふれあいセンター
8.3%

令和元年度の事業計画及び予算については、３月２６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。

＊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。 
   

【重点目標】

補助金収入
22.4%

事業収入
20.8%

受託金収入
43.6%

収益事業
21.2% 高齢者福祉

センター寿楽
25.6%

地域福祉推進
30.5%

東部高齢者
12.3%

人件費支出
61.5%

地域福祉推進
33.7%

事業費支出
24.7%

高齢者福祉
センター寿楽
22.1%

収益事業
17.4%

東部高齢者
11.9%

ふれあいセンター
7.2%

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）　7.7%

収益事業支出
6.9%

その他（事務費、助成金、税）
6.9%

公益
事業
収益
事業

合計

令和元年7月1日 （2）



令和元年度　寄付者は
次号（10月号）でご紹介します。

次の方 よ々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。

吉岡　𠀋惠
匿名
東松原保育園 ぞう組 保護者
野本　多恵子
東京都立 瑞穂農芸高等学校 
生活デザイン科 服飾デザイン類型

 …………………………… 5,000円
………………………………… 17,208円

…………… 900円
…………………………… 5,818円

… 40,000円

　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４１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。
　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。

＊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。

◇個人及び法人による寄付金控除について

　高齢者福祉センター寿楽では、毎年７月に利用者が主体となった寿楽納涼
祭りを開催していました。今年度は、開催日を８月に変更をして名称も「寿楽夕
涼み会」に変えて開催いたします。
　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？年齢や地域を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。

※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。寿楽夕涼み
会終了後、町内へ寿楽臨時バス運行予定。
※寿楽利用対象者向けに、８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。

　瑞穂地区配分推薦委員会では、８月１日（木）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・団体が行う
事業を対象に配分するものです。

令和元年度  赤い羽根共同募金
地域配分（Ｂ配分）の申請受付

○申 請 額

○対象事業

○提出期限

１施設・団体１０万円から３０万円以内
（万円未満切り捨て）

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）

８月３０日（金）

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

※申請前に必ずご相談ください。

※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〉
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

日　時：８月３１日（土） 午後５時から午後７時３０分

令和元年度　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。事務局長　山口　斉 （昇任）

事務局次長　村野　香月 （瑞穂町から派遣）
寿楽センター長　関根　和男 （瑞穂町から派遣）
主事　深見　直哉 （新人）

〔事務局〕

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
※他にも、心身障害者（児）福祉センターあゆみと瑞穂町寿クラブ連合会が出店します。

問合せ：☎５５６－１１２０（月曜・祝日休館）

寿楽夕涼み会高齢者福祉センター
寿楽からのお知らせ

ご寄付お礼 平成３１年３月１日から平成３１年３月３１日
敬称略／日付順

寄付金

人事異動 平成31年４月１日付
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～私たちも地域福祉活動を応援しています～

社協では、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で行っています。
受験生チャレンジ支援貸付事業 教育支援資金

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）

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。
原則不要

最長１４年（１６８回）以内、無利子
＊返済の必要あり

支払済みのものは対象外

塾受講料（上限） 受験料（上限）

貸付限度額

連帯保証人

返　済

その他

申請者

対　象

教育費（上限）
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

入学金（上限）

５００，０００円

生計中心者（２０歳以上、原則として世帯主）

原則必要

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の必要がありません

支払済みのものでも申請が可能

中学３年生：２００，０００円
高校３年生：２００，０００円

中学３年生：２７，４００円
高校３年生：８０，０００円

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）

中学３年生・高校３年生等の進学を応援しています！

身近な問題として、「認知症」について学びませんか？

を開催します。

関心のある方は、
お気軽にご相談
ください。

ふれあい
サービスとは

住　　所：瑞穂町石畑２００８（瑞穂町ふれあいセンター１階）
開所時間：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）

　介護スタッフ、保育士など、瑞穂町内の福祉施設・事業所（障がい・児童・
高齢）での求人に関する合同相談・面接会を行います！

 瑞穂町にお住いの高齢者や障がい者、ひとり親世帯の
方々がお困りのときに、地域の協力会員より家事援助
を中心とした日常生活でのお手伝いや簡単な介助を行
う福祉のサービスです。

　地域のたすけあいに関心があり、ふれあいサ
ービスの活動にご協力いただける方を募集して
います。２０歳以上の方で資格は問いません。
　どうぞお気軽にお問い合わせください。

どんなことを
頼めるの？

 買い物、洗濯、掃除、片付け、食事の支度、外出や通
院の付添い、薬取り　など

利用時間と
料金について

 　平日午前９時から午後５時までで、土日祝日及び年末年
始は休業です。料金は１時間につき700円です（交通費実
費等は利用者負担）。

　認知症は、脳の病気によるものであり、誰にも起こりうる可能性があります。もし、
自分が、家族が、友達がなったら・・・と考え、認知症のことを学んでみませんか？

　皆さんの身近な集まり、趣味のサークル、老人クラブ、町内会、友達同士などで会合
があるときに「認知症を学ぶ講座」を開催してみませんか？

　出展施設・事業所が事業内容の説明やPRを行います。そ
の後、出展施設・事業所へ仕事に関する疑問・質問、求人の
詳細などを直接伺うことができます。
　また、福祉の総合的な相談もお受けします。

日　時：８月２９日（木） 午後１時30分から午後4時
　　　 （受付 午後１時から午後3時30分）
会　場：瑞穂町ふれあいセンター　問合せ：庶務係 ☎５５７－０１５９

詳しくは、右記までお問合せください。　◇庶務係　☎５５７－0159

物忘れと認知症はどう違うの？
認知症を予防するにはどうしたらいいの？
認知症になったら、家での生活はできるのかな？

内
　
　
容

※希望時間により、講座内容を決めていきます。
?

ぜひ、地域の集まりに呼んで
ください！「認知症を学ぶ講座」

講座開催の具体例

認知症サポーター養成講座
（修了者にはオレンジリング差し上げます）

認知症ミニ講座

瑞穂町東部高齢者支援センター
☎５５７－３８５２

参加無料

服装自由
●相談・面接会

入退場自由

相談のみＯＫ

お住まいの地域で福祉の仕事を探してみませんか？

貸付には要件がございます。

●認知症のことをしっかりと勉強したい

●会合の合間の少しの時間で、認知症のことを手軽に聞きたい

～支えあいによる
　生活支援事業～

協力会員を
募集しています！！

「ふれあいサービス」のご紹介

問合せ：事業係 ☎５５７－０１６５

お急ぎの葬儀はあん心ホールをお使い下さい

〒１９０-１２２２ 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎東松原5-7

多摩の元気な

https://fuji-offset.jp

印刷屋
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