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◆高齢者福祉センター寿楽

～福祉のまちづくりをめざして～

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

◆瑞穂斎場売店ゆにわ

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

【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
【権利擁護センターみずほ】
TEL042-557-8201 E-mail：info@mizuho-shakyo.com
■ホームページ http://www.mizuho-shakyo.com

第33回 福祉バザー開催
■日時：10月27日㈰ 午後1時～午後3時
■場所：瑞穂町ふれあいセンター

案内図

■主催：第33回 福祉バザー実行委員会
実行委員長 岡 一夫（町内会連合会会長）
■問合せ先：第33回 福祉バザー実行委員会事務局
☎557－0159

消防署

ひばり

体育館

ⓟ

ⓟ

商工会

ⓟ

ⓟ

ⓟ

ⓟ
ⓟ

瑞穂町役場

駐車スペースに限りがあ
る為、なるべく乗り合わ
せてご来場ください。

町民会館

ⓟ

ⓟ

出張受付

～提供方法について～

今年度も、各地区の会館で出張受付を
行います。ぜひ、ご利用ください。
受付日時：10月12日㈯ 午前10時～正午

提供受付期間：10月７日㈪～10月23日㈬

■受付場所：
社会福祉協議会
（ふれあいセンター）
、高齢者福祉センター寿楽、
各町内会・自治会長宅

受付場所：殿ケ谷会館、石畑会館

長岡コミュニティセンター
元狭山コミュニティセンター
武蔵野コミュニティセンター

◎現在、当日ボランティアさん募集中 バザーのお手伝いをしてくだ
さる方は、ボランティアセンターまでご連絡ください。☎557-3036

※ご連絡いただければ、
社会福祉協議会職員がご自宅までお預かりに伺うことも可能です。

社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会 理事・監事・評議員のご紹介

社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会

会長

ふれあいまつり会場

ⓟ 保健センター

元郵便局

◎衣料品・陶器類・雑貨類・食料品（賞味期限のあるもの）
などをご提供ください。
◎誠に勝手ながら中古品・大型家具・図鑑などの大型書籍の
ご提供はご遠慮ください。

しげ

町営プール

狭山谷公園

～物品の提供をお願いします～

はら しま

ⓟ
ⓟ

◎バザーの売り上げは、瑞穂町の防災及び災害時の支援に活用させ
ていただきます。

会長就任のごあいさつ

福祉バザー会場

ふれあいセンター

図書館

スカイ
ホール

◎当日、午前10時から会場入口にて入場整理券を配布し、
午後0時30分から整理券番号順に整列していただきます。

瑞穂中学校

（任期：令和元年第3回理事会～令和3年定時評議員会の終結の時）

き

原島 茂樹

理事

仲秋の候、町民の皆さまには益々ご清栄のこ
ととお慶び申し上げます。
また、平素より本会に対し、ご理解とご協力をいただき、深く感謝申し上げます。
さて、去る令和元年6月21日の理事会において、社会福祉法人瑞穂町社会
福祉協議会会長に就任いたしました。就任にあたり、会長として7年という
長い間、地域福祉の推進にご貢献いただいた、竹嶋久雄前会長に対し、心よ
り感謝と敬意を表します。本会は多くの町民と行政、社会福祉事業関係者と
協働して地域の福祉課題の解決に取り組み、「誰もが安心して暮らせる福祉
のまちづくり」の実現に、役員・職員一丸となり、精一杯の努力を重ねてまい
りたいと存じます。
今後とも引き続き皆さまのご理解とご協力、ご支援を賜りますよう切にお願
い申し上げ、就任のご挨拶といたします。

会長
原島
石塚
副会長
岡
副会長
常務理事 山口

茂樹
壽則
一夫
斉
平沢 澄子
藤澤 明男
小山 良一
中村 憲一
石井トモ子
横沢
真

（任期：令和元年6月26日～令和3年定時評議員会の終結の時）

評議員
飯田 祐子
齊藤 文登
笠川
純
有路富美子
石川
任
小沼サト子
川鍋 悦子
田中 壯作

監事
川嶋 高行
田中 育夫

関谷 祥久
髙橋 雅巳
多武保 理
細渕 尚生
吉岡 春雄
島 キサ子
村上 豊子
布田 徳雄

令和元年6月21日現在

髙橋
毅
海老原茂子
宮城 友子
髙橋 光司

令和元年6月26日現在

～私たちも地域福祉活動を応援しています～
ヤクルト 400 で腸のトレーニング。
まずは、４週間始めてみませんか？
保育園完備

ヤクルトは働くママを応援します。
ヤクルトで一緒に働きませんか？

（連絡先）

東京ヤクルト販売株式会社
０１２０－８９６０－1０

「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

（税別）
お弁当の宅配です！！

普通食

高齢者向けの介護食

糖尿病食

おかず 500 健康ボリューム食 おかず 562
まだよく食べられる方に
セット 550
セット 612

透析食

塩分カロリー調整食 人工透析なさってる方に

腎臓病食 消化にやさしい食
腎臓病の方に

胃や腸に負担が少ない食事

やわらか食

おかず

咀嚼の困難な方に

720

ムースセット食

セット

噛む力、飲み込む力が弱っている方に

宅配クック1・2・3
羽 村 市 羽 東 1‐19‐1‐102

事務局まで（☎557-0159）

760

西多摩店

☎ 042-554-9528

再生紙を使用しています。

令和元年10月1日（2）

会員強化月間のお礼とお願い

■会員となって応援してください
会員会費は「住民誰もが安心して暮らせ、豊かでふれあいの
あるまちづくり」を進めていく財源となります。
このような活動に賛同していただき、財政的な支援をしてい
ただくのが会員です。
■会員は、特別な役割や責任を負うものではありません
会員は、年間を通して募集していますので、引き続き、皆さ
まの心強いご支援をお願いいたします。

■会員強化月間のお礼
８月、９月の会員強化月間では、皆さまのご理解・ご協力あり
がとうございました。
皆さまからお預かりした会費は、下記のように活用させていた
だきます。

①住民と共にすすめる「ささえあい」の地域づくり

会費の納入方法は以下の通りです

・サロン活動や各種団体、町内会・自治会などによる地域での福祉活動の支援

②地域住民などが主役となって活躍する地域福祉の推進

①以下の納入窓口
へお越しいただ
いての納入

・ボランティアセンター活動の普及・推進

③誰もが安心して暮らせる地域づくり

・有償家事援助サービスや法律や心の病気などの総合相談の実施

③郵便振替用紙に
よる納入

②・③を希望する方はお気軽に、瑞穂町社会福祉協議会までご連絡ください

個人会員（５００円）

②地域住民などが主役
となって活躍するため
に２２０円

の使い道は・・・

③安心して暮らせる
地域づくりのために
１７０円

①「ささえあい」の地域
づくりのために
１１０円

②職 員 がご自宅な
どへお伺いし、会
費をお預かりする

＜納入窓口＞
社会福祉法人 瑞穂町社会福祉協議会
（瑞穂町ふれあいセンター内）
瑞穂町石畑２００８番地
☎５５７－０１５９
瑞穂町高齢者福祉センター寿楽
瑞穂町殿ケ谷１１０６番地 ☎５５６－１１２０
＊お問い合わせは社会福祉協議会へお願いいたします。

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

平成30年度

事業報告（主な事業）

■法人運営事業
○理事会・評議員会・監査の実施
○会員会費募集事業
（２，
５５６，
１００円受領）
○一円玉寄付金箱設置事業
（町内事業所など１８０か所）
○企画・経営委員会の開催
○寄付受け入れ事業
（寄付金６９件、物品３２３件）
○広報
「社協だより」
の発行
（年４回／１回１２，
０００部）
○日本赤十字社活動資金募集運動及び赤い羽根共同募金の実施
（日赤５７２，
１００円・赤い羽根５２２，
４５１円）

■地域福祉事業
○総合相談事業（法律、精神保健、福祉、成年後見 相談件数８３件）
○小地域福祉活動の推進（ふれあい・いきいきサロン 開催３００回）
○有償家事援助サービス事業（ふれあいサービス 利用回数延べ８８７時間）
○在宅移送等サービス事業（福祉有償運送 利用件数54件・貸出8件）

■ボランティアセンター運営事業

■歳末たすけあい運動
○地域福祉活動を推進するための募金活動（募金額１，
９４６，
３３４円）

■相談支援事業（障害者自立支援法に基づく事業）
〇障がい福祉サービスなどに関する相談（相談件数２６８件）

■指定管理・福祉バス運営業務
○瑞穂町高齢者福祉センター寿楽管理・運営（延べ利用者数 ３２，
３２８人）
○瑞穂町ふれあいセンター管理・運営（延べ利用者数 ４１，
４５９人）
○瑞穂町福祉バス管理・運営（延べ利用者数 ４６，
５５５人）

■収益事業（瑞穂斎場売店運営事業）
○喫茶・売店運営・待合室湯茶サービス事業
（火葬 ３，
６６５件 式場利用 866件
控室利用 ３，
１１８件）
○自動販売機設置事業
（５台）
平成30年度 事業活動内訳表
会計単位

合計

平成31年3月31日現在

（単位：円）

社会福祉 公益事業 収益事業 内部取引
事業
消去

211,327,776 140,528,850 27,322,049 43,476,877
211,446,194 146,557,582 27,042,771 37,845,841
○相談・登録・あっせん事業（ボランティア保険の加入 加入数１，
０２９人）
△ 118,418 △ 6,028,732
279,278 5,631,036
○ボランティア通信の発行（年４回／１回１２，
０００部）
131,979
705,064
573,035
50
サービス活動 サービス活動外収益計
外増減の部 サービス活動外費用計
0
0
0
0
（災害・障がい、夏体験など 参加者延べ２０９人）
○ボランティア養成研修事業
サービス活動外増減差額
573,035
705,064
50
131,979
○ボランティアセンターみずほ運営委員会などの開催（4回）
経常増減差額
586,646 △ 5,455,697
279,328 5,763,015
特別収益計
11,454,982 4,180,000
0
15,634,982
○災害ボランティアセンター設置訓練
特別増減の部
特別費用計
15,838,245 4,633,263 3,494,880 7,710,102
特別収支差額
△ 203,263 6,821,719
685,120 △ 7,710,102
■助成事業
税引前当期活動増減差額
383,383 1,366,022
964,448 △ 1,947,087
法人税、住民税、及び事業税
4,225,800 1,638,200
0 2,587,600
○当事者団体・ボランティア団体などへの活動助成及び協力（助成数２８件）
前期繰越活動増減差額
30,529,374 21,342,740 2,229,163 6,957,471
繰越活動 当期末繰越活動増減差額 26,686,957 21,070,562 3,193,611 2,422,784
■生活福祉資金貸付事業
増減の部 その他の積立金積立額
0
0
0
0
次期繰越活動増減差額
26,186,933 20,570,538 3,193,611 2,422,784
○生活福祉資金、総合支援資金
（総貸付数１２８件）

■地域福祉権利擁護事業
○判断能力不十分な方への福祉サービス利用援助事業（契約件数１７件）

■受験生チャレンジ支援貸付事業
○一定所得以下の方への受験料や、塾代の貸付
（総貸付数３８件）

サービス活動 サービス活動収益計
増減の部
サービス活動費用計
サービス活動増減差額

＊社会福祉事業内訳
地域福祉推進事業拠点区分、介護保険事業拠点区分、障害者総合支援事業拠点区分、
歳末たすけあい運動事業拠点区分、瑞穂町ふれあいセンター受託事業拠点区分、
瑞穂町福祉バス運営事業拠点区分、瑞穂町高齢者福祉センター寿楽拠点区分
＊公益事業内訳
瑞穂町東部高齢者支援センター事業拠点区分
＊収益事業内訳
瑞穂斎場売店・喫茶拠点区分
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～あなたの募金で支えられている人がいます～

10月1日から赤い羽根共同募金運動が始まります

<赤い羽根共同募金とは>

高齢者、障がい者、子ども達などへの地域福祉活動
を支援する募金です。災害時には「災害ボランティア
センター」の設置や運営などの被災地支援にも迅速な
対応に役立っています。
瑞穂町で集められた募金は、約70％が瑞穂町で使
われています。「地域のきずな」が注目されている今、
あらためて私たちの「こころ」を集めてみませんか。
皆さまのあたたかいご協力をお願いいたします。

<募金の方法>

（取扱窓口にて）
瑞穂町社会福祉協議会、瑞穂町高齢者福祉センター寿楽
（募金箱にて）
公共施設、金融機関などに募金箱を設置しています。
（街頭募金にて）
10月１日㈫ＪＲ箱根ケ崎駅自由通路付近にて街頭募金
運動を行います。ご協力をお願いいたします。

寿楽寄席

<どのように使われているの？>

◎瑞穂町に所在する
・社会福祉法人、特定非営利活動法人が
運営する社会福祉施設
・保育施設
・グループホームなどに重点的に配分さ
れます。

配分内容は、インターネットを通じ

「赤い羽根データーベースはねっと」
（http://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home.do）
でご覧いただけます。

<問い合わせ>
瑞穂町社会福祉協議会 事務局

☎557-0159

～笑って介護予防～

楽しく愉快に“笑う”ことは、とても健康に良いことから、今年も
「寿楽寄席」を開催します。皆さまで大いに笑って介護予防に役立て
ましょう！

場 所
対 象
定 員
費 用
申込み

11 月 13 日㈬ 午後１時～２時

高齢者福祉センター寿楽
町内在住で60歳以上の方
50人（先着申込順）
無料
10月８日㈫から電話もしくは直接寿楽へ（☎556－1120）
定員に達し次第終了とさせていただきます。

人事異動
【事務局】
小山裕紀子
（事業係長

落語芸術協会

日時

昇任）

髙水 弘侑
（事業係）
深見 直哉
（庶務係）
池谷 牧雄
（権利擁護センター）
小野田静香：新規採用職員
（権利擁護センター）
野邊
徹：新規採用職員
（事業係）

二ツ目

三遊亭 小笑

前座 三遊亭

金かん

毎月第２金曜日は
『おひさまカフェ』
の日！
「おひさまカフェ」とは、認知症の方とその家族、高齢者介護や関心のある方の
いこいの場です。和やかな雰囲気の中、コーヒーやお茶を飲み、お茶菓子を食べな
がら、高齢者介護について、サービスについて、認知症についてなどの情報交換や
悩みなどをお話しながら、ホッと一息つける場所となっております。個別相談も可
能です。笑顔あふれる「おひさまカフェ」に、ぜひお越しください。
～イベント情報～
11 月８日は、出張カフェの日！元狭山コミュニティセンターにて開催
12 月 13 日は、クリスマスミニコンサートの日！
～おひさまカフェ～
日 程 毎月第２金曜日
時 間 午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
場 所 瑞穂町ふれあいセンター ２階 休憩コーナー
※11 月８日のみ、元狭山コミュニティセンター
参加費 100 円（お茶菓子代） 申込み 不要 直接お越しください

瑞穂町東部高齢者支援センター
☎557－3852
住

所：瑞穂町石畑2008
（瑞穂町ふれあいセンター内）
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）

令和元年10月1日（6）

せいねんこうけんせいど

～成年後見制度の利用手続きを支援します～
日㈫
10 月１
ら

か

～ご相談ください～
けん

り

よう

ご

「権利擁護センターみずほ」

社会福祉協議会では、認知症や障がい
などにより判断能力に不安がある方々の
相談をお受けし、成年後見制度の説明や
手続きの支援を行います。
■相談時間

月～金
（祝日・年末年始を除く）
午前８時30分～午後５時15分
■場
所 ふれあいセンター
成年後見制度とは

問い合わせ・ご相談

物事を判断する能力が十分でない方について、本
人の権利を守る援助者を選ぶことで本人を法律的
に支援する制度です。

社会福祉協議会

けん

り

匿 名 ...................... オムツ 10 袋、男性用衣類 7 セット
明治神宮崇敬会 吉岡栄子 ................... 洗剤セット 16 箱
榎本永子 ...................................................... タオル 15 枚
高沢病院 ............................................. ジュース 5 ケース
セイブケア ..................................................... T 字杖 1 本
栗原幸子 .......................... タオル 50 本、ぞうきん 30 枚

［寄付金］

㈲つたや商事 ....................................................... 24,661
東京瑞穂ライオンズクラブ ................................ 100,000
匿 名 ................................................................ 300,000
戸大建設工業㈱ ................................................... 50,000
匿 名 ........................................................................ 699
ボランティアネットワークみずほ ....................... 66,453
東京福生ロータリークラブ ................................ 100,000
瑞穂町民生委員・児童委員協議会 ......................... 9,020
スナックともこ ................................................... 11,297
㈱アクセルオート ................................................ 23,400
東京土建瑞穂第 1 分会 .......................................... 3,500

権利擁護センターみずほ

文化連盟 舞踊部 ................................................ 20,000
新婦人お茶の実会 ...................................................... 850
福祉部・瑞穂町社会福祉協議会 ............................ 5,773
瑞穂町寿クラブ連合会（だれでもカフェ）.......... 13,035
加藤久美子 ............................................................. 8,395
匿 名 .................................................................. 10,000
原島茂樹 .............................................................. 21,940
鳥海和正 ................................................................ 5,000
瑞穂町寿クラブ連合会（だれでもカフェ）............ 8,500
瑞穂音頭カラオケのど自慢コンクール実行委員会 ...... 59,130

～あたたかいご寄付ありがとうございます～
（平成31年4月1日～令和元年9月18日 敬称略／日付順）

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。

～私たちも地域福祉活動を応援しています～
久遠会

各種保険取扱い

高沢病院
内科◆消化器内科◆リハビリテーション科◆訪問リハビリテーション
◆訪問診療
（在宅療養支援病院）
◆各種健診
休日 日・祝日

☎042-556-2311

AM9:00～12:00 PM3:00～5:00
金・土 9:00～12:00

瑞穂町在宅介護支援センター

ご

☎５５７－８２０１（直通）

［物品寄付］

医療法人社団

よう

たかさわ

◆居宅介護支援事業（ケアプラン作成）
◆各種相談 ◆要介護認定申請
月曜日～金曜日 AM9:00～PM5:00
休日 日・祝日

☎042-556-1738

みずほ訪問看護ステーション
◆24時間訪問対応
月曜日～金曜日 AM9:00～PM5:00
休日 土・日・祝日

☎042-556-1737
関連施設 友田クリニック
介護老人保健施設西東京ケアセンター

