
2021 No.268
4月25日発行

表紙：にこにこ2
ふ
9
く
4
し
セット 配布の様子

－新型コロナウイルス対策 食糧支援事業－
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　少子高齢社会のなか、地域で様々な困難に直面した場合における支え合い活動「地域共生社会」の実現に向け、
小地域福祉活動やボランティア活動、住民参加型活動などの取り組みが必要となっています。
　これらの取り組みは社協の役割そのもので、多様化、深刻化する生活課題・地域課題の解決を図るため、一人で
も多くの地域の皆さまの理解と協力を得ながら、「誰もがその人らしく安心して暮らせる地域づくり」を目指します。
　また、新型コロナウイルス感染症対策に配慮し、住民主体による地域福祉活動を推進するための仕組みづくりを、
社協の活動・事業として計画的に実施していきます。

1．新型コロナウイルス感染症に係る生活支援事業の実施
　新型コロナウイルス感染症の影響で生活に困窮する方に対し、必要な生活費等の貸付や食糧支援の実施など、
各種施策に取り組んでいきます。
　また、感染症対策に配慮した「新しい生活様式」に合わせ、交流の場や仲間作りの場の提供に努めます。

２．災害ボランティアセンター設置運営訓練
　近年、全国的に発生している自然災害に備え、災害ボランティアセンター運営マニュアルを基に、コロナ禍におけ
る運営に配慮した災害ボランティアセンターの設置訓練を実施するとともに、災害時において行政や地域団体と協
働ができるよう、災害時支援のネットワークづくりを行います。

重点目標

誰もがその人らしく
  安心して暮らせる
　  地域づくりを目指して
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会費収入
5,945千円

343,530千円
歳 入

343,530千円
歳 出

その他の収入
75,879千円

経常経費補助金収入
61,277千円

助成金収入
21千円

人件費支出
189,637千円

事業費支出
33,696千円

事務費支出
38,912千円

貸付事業支出
1,000千円

助成金支出
17,299千円

固定資産取得支出
300千円

積立預金積立支出
2,514千円

予備費支出
50,005千円

その他の活動による支出
10,167千円

貸付事業収入
500千円

事業収入
6,359千円

介護保険収入
96,776千円

就労支援事業収入
50千円

障害福祉
サービス等事業収入
56,313千円

受託金収入
40,309千円

寄付金収入
101千円

法人運営・管理
●各種法令・社会的規範の遵守
●理事会・評議員会の開催
●苦情解決体制の強化
●広報・啓発活動
●会費増強運動の実施
●職員研修の参加・実施
●職員の健康管理の実施
●下妻市共同募金委員会との連携

地域福祉事業　
●心配ごと相談事業【市受託事業】
●乳幼児発達相談事業（ポーテージ発達相談）【一部市受託事業】
●生活福祉資金貸付事業【県社協受託事業】
●小口資金貸付事業
●ファミリーサポートセンター事業（うぇるきっず含む）【市受託事業】
●在宅福祉サービスセンター事業（あおぞらサービス）【市受託事業】
●生活支援事業
●新型コロナウイルス対策 食糧支援事業  新規  　
●日常生活自立支援事業【県社協受託事業】
●声の広報配布事業　
●生活困窮者自立支援事業【市受託事業】
●まちなかサロン事業【市受託事業】
●サロン事業　　
●学習支援事業（寺子屋）【市受託事業】
●赤い羽根共同募金地域福祉助成事業
●赤い羽根共同募金地域福祉活動支援事業
●災害・緊急支援事業
●防災ラジオ助成事業  新規  

ボランティアセンター事業
●ボランティアの相談・登録・紹介
●ボランティア活動の広報啓発
●ボランティア養成事業
●ボランティア活動助成事業
●ボランティアの連携・交流
●福祉教育支援事業
●善意銀行
●災害ボランティアセンター設置・運営

介護保険
●居宅介護支援・介護予防ケアマネジメント事業
●訪問介護・介護予防訪問介護相当サービス事業
●地域密着型通所介護・介護予防通所介護相当サービス事業

障害者自立支援等事業
●居宅介護・重度訪問介護・行動援護事業
●相談支援事業(地域移行支援)
●障害者日中一時支援事業

砂沼荘運営事業
●施設の利用拡大と各種講座等による健康増進
●福祉サービスの充実

令和３年度　事業計画

お知らせします １年間のまちづくり計画

令和３年度 社会福祉協議会収支予算内訳
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　新型コロナウイルスの収束が見えず、多くの方々が不安な日々を過ご
されていると思います。
　そこで、下妻市社協ではまず児童扶養手当を受給されているひとり親
世帯に向けた食糧品などの配付を検討し、市内の企業や市民の方へ食
糧品などの協力を募りました。その結果、コロナ禍で厳しい状況にも関
わらず８企業、３団体、その他多くの市民の方から食糧品などの寄付を
頂く事ができました。
　集まった寄付物品の他に、県社協よりいただいた「住民生活応援助
成金」や共同募金を財源にレトルト食品などを購入し、申込みのあった
２４７世帯へ配付させていただきました。
　まだまだコロナウイルスの影響で生活に苦慮されている方も多いと思
われますので、今後も継続的に支援を行っていきたいと考えています。

その為には市民の方や企業の方のご協力が不可欠ですので、引き続き皆様のご協力をお願いいたします。
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袋麺402セット ティッシュペーパー400パック

卵276パック じゃがりこ・jagabee　各240個 お米150kg

飲料水や食料品 ジュース、缶詰、調味料など お米（真空パック）1kg×73袋

パッケージ作り作業お米300kg 寄付物品受取、精米、仕分け作業

協賛企業等一覧
（順不同・敬称略）

イオンリテール株式会社 イオン下妻店

ＪＡ常総ひかり農業協同組合

株式会社苅部農園

いばらきコープ生活協同組合

カルビー株式会社 下妻工場

株式会社ダイナム 茨城下妻店

かなえたい

株式会社横浜ファーム 下妻農場

株式会社カスミ

結城特別支援学校端　敦宣

この度は、たくさんのご支援、ご協力ありがとうございました。
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古切手
飯泉　正男
萩原　富美枝
吉原　則子
稲葉　はつ江
臼井　妙子
町田　絹代
飛田　君子
株式会社 茨城富士
あけぼの薬局
Mercerie Corin
矢田部商事株式会社
株式会社 渡辺製作所
JA 常総ひかり
株式会社 丸山製作所
オキナヤ籐工芸
愛宕園
第一生命保険株式会社　下妻営業オフィス
水戸地方法務局 下妻支局
水土里ネット江連八間
上妻小学校

市・生涯学習課
市・保健センター
市・福祉課
市・収納課
下妻市教育委員会
下妻市心身障害者福祉センターひばりの
匿名　3 名
書き損じハガキ
萩原　富美枝
和田　洵
愛宕園
匿名　６名
物品
株式会社　内山建設 未使用タオル
匿名 子ども用紙オムツ
匿名 未使用タオル、靴下、手袋
匿名 下着
匿名 大人用紙オムツ
匿名 大人用紙オムツほか
匿名 雛人形
匿名 靴下、下着

匿名 大人用紙オムツ、手袋
匿名 大人用紙オムツ、尿取りパットほか
食糧品
端　敦宣 米
山野　昇市郎 米、カップ麺、缶詰めほか
小林　稔 米
端　新一 米
黒川 米
しゃぼんコインランドリー小島水内 米
匿名 米、カップ麺、おかし他
匿名 レトルト、ふりかけ、瓶詰、おかしほか
匿名 瓶詰、ふりかけ
匿名 素麺、お茶葉、ラップ
匿名 インスタント味噌汁、レトルトほか
匿名 缶詰
匿名　７名 米
預託金
下妻市広域事務組合 30,292
匿名 10,000

善意銀行
2021年 2 月1日～ 3 月 31日（順不同・敬称略）

ありがとうございました咲かせよう愛の花

皆様のご支援を有り難く頂戴いたしました。本当にありがとうございます。ふとした時に
１人で心細くなることもありましたが、後ろで沢山の方達に支えてもらえているんだと実
感しました。本当に感謝です。いつかこの支援のお返しができるよう、毎日を大切に精
一杯頑張っていきます。

コロナ禍で辛い状況にある中、このような支援は１人親家庭には大変有難く、地元企
業の方々の優しさをとても強く感じられました。配布にあたって尽力してくださった職員
の方々にも感謝の気持ちでいっぱいです。

この度は下妻に支援いただきありがとうございました。息子や家族は、こんなにたくさ
んの企業様から食べ物やマスクなど必需品をいただきとっても嬉しい気持ちと感謝の気
持ちでいっぱいになりました。また支援していただけたら、多くの方々が喜ぶと思います。

　下妻市社協では、株式会社カスミ様と食品等の無償提供に関する協定を締結いたし
ました。
　この協定により市内にあるカスミ2店舗、ストッカー2店舗からいただいた食品等は、
生活に困っている方への支援などに活用させていただきます。

「かなえたい」コロナに負けず活動中！

株式会社カスミと協定を結びました

受け取った方からの声

この他いただいた

５０件を超えるメッセージは

協賛企業へお届けしました。

　ボランティアグループ「かなえたい」の活動として、にこにこ2
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セットで配布したお米の
精米と27品目の仕分け作業（250セット分）を行っていただきました。また、株式会社カス
ミ様と結んだ協定に基づき、3月17日と31日に提供品の受取活動を行っていただき、今後
も毎月2回、同じ活動を行っていただく予定となっています。
　なお、お米などの寄付の際、社協までお持ちいただくことが難しい場合は、「かなえたい」
がご自宅まで取りにお伺いすることもできますので、社協までご相談下さい。
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� 地域福祉係　松澤　舞
　4月1日付で下妻市社会福祉協議会に入職いたしました松澤です。
先輩方にご指導をいただきながら一つ一つ丁寧に取り組み、「みんな
がしあわせに暮らせるまちづくり」を目指して、地域の皆さまと笑顔
でつながることができるよう尽力していく所存です。どうぞよろしくお
願いいたします。
� 地域福祉係　大武�祐子
　この度、下妻市社会福祉協議会の職員として働くこととなりました
大武です。自分の住むこの下妻市が、地域の方一人一人にとってより
住みよい地域と感じていただけるよう努めてまいります。また、心配
ごとや困りごとがあった際、社協の存在をより一層身近に感じていた
だけるよう、日々一生懸命に課題に取り組んでいきたいと思いますの
でよろしくお願いいたします。

　「令和2年7月豪雨災害」の
被災者を支援するため、多く
の皆さまよりご協力をいただき
誠にありがとうございました。　　
　義援金は、茨城共同募金
会を通じて、全額を被災された皆さまにお届け
します。

募金総額　11,867円

［業務内容］　在宅で支援を必要とする高齢者、
　　　　　　障害者の方への家事・介護サービス
［賃 金 等］　時給1,200円(車輌借上料含む)　労災保険加入
［勤務時間］　7時30分から21時の間で3時間程度
［応募資格］　ヘルパー2級・ヘルパー1級・介護福祉士のいずれか
　　　　　　普通自動車運転免許
［勤 務 地］　下妻社協ケアセンター(下妻市別府545 福祉センターシルピア内)

［お問合せ］　44-6993　下妻社協ケアセンター　担当/塚田

災害義援金のご報告 求人情報� 下記の職員を募集しています

●登録型ホームヘルパー

　ふくしものがたり2月号（2/25発行）の下記
の頁におきまして、掲載内容に一部誤りがござ
いました。皆様に深くお詫び申し上げますとと
もに、下記の通り訂正いたします。

＊7頁「令和2年度赤い羽根共同募金実績報告」
　総上地区ご協力者名

（誤）　5,000円 松岡自治会 草間 敏夫　様
（正）　5,000円� 草間�敏夫　様

（誤）　5,000円 寺田　 茂　様
（正）　5,000円� 松岡自治会�寺田　�茂　様

お詫びと訂正 新任職員紹介

第268号

■発行日／令和3年4月25日
■編集・発行　社会福祉法人　下妻市社会福祉協議会
　〒304-0064　茨城県下妻市本城町3-36-1　下妻公民館1階
　TEL：0296-44-0142　FAX：0296-44-0559
　E-mail：fureai＠st-shakyo.jp 

再生紙を使用しています

社協ホームページ 社協ツイッター

　「寺子屋」は、下妻市内の小中学生を対象として学習支援
と居場所づくりを目的に毎週月曜日に開催しています。5月
10日（月）から会場変更となりますのでお知らせします。

開催日　毎週月曜日 15：00～18：00（祝日を除く）
会　場　4月26日まで➡ぷらっとほーむ
　　　　5月10日から➡下妻公民館2階学習室

毎月第1日曜日

 入館料無料 
※ 市外在住の方も無料

です。

　皆さまのご来館を
お待ちしています。

　市民の皆さまが福祉の担い手として下妻市の地域福祉へ間接的に
ご参加・ご協力いただくため、毎年市民の方を対象とした会員制度を
実施しています。お寄せいただいた会費は、下妻市での各種福祉事
業を展開していくための貴重な財源となっております。
　「誰もが安心して暮らせるまちづくり」を実現するため、会員への加
入をお願いします。

　寺子屋では、小・中学生の宿題や苦手な教科の指導、子
供たちのお話し相手などをしてくれるボランティアさんを募集
しています。ご協力いただける方は是非お問い合わせ下さい。

お問合せ　44-0142　下妻市社協　地域福祉係

学習支援「寺子屋」からのお知らせ

砂沼荘
お客様感謝デーのご案内

令和３年度��社協会員加入のお願い

「寺子屋」の会場が変更になります 学習支援ボランティア募集中です

会員区分 一般会員 特別会員

対　　象
市内に居住されている世帯及
び個人の方に自治会等を通じ
て加入をお願いしています

企業や施設、個人の方に加入
をお願いしています

年会費（１口） 500 円以上 1,000 円以上

この広報紙は赤い羽根共同募金配分金で発行しています。


