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思いやり福祉講座
　泉中学校の生徒16名が地域共生社会のまちづくりをテーマに、福祉体験に取り組みました。高齢者

や妊婦、車いす利用者の気持ちを理解するため、疑似体験を通して思いやりのこころを育みました。

妊婦体験 高齢者疑似体験 半身麻痺体験

車イス介助 車イス操作 リフト付ワゴン乗車体験

赤い羽根共同募金啓発グッズ作成
　赤い羽根共同募金啓発グッズと
して配布しているポケットティッ
シュのイラストのデザインと募金
箱を飾り付けました。募金してい
ただきました皆様ありがとうござ
いました。

　コロナ禍のなか7月の社協だよりをお休みさせ
ていただきました。
　その間、おおぜいの皆様にさまざまなご支援を
いただきました。感謝！感謝です。
　こんなときだからこそ、私たちにできること、皆
さんとできることを考えていきたいと思います。
コロナに負けるな！
　時節柄ご慈愛ください。 (あすてらすやいた)
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■収入の部 （単位：円）

会費収入··················································· 1,939,400
分担金収入················································ 1,769,815
寄附金収入··················································· 936,880
補助金収入（市、県社協）····························· 26,890,872
共同募金配分金収入···································· 4,491,125
受託金収入（市、県社協）····························· 70,385,569
貸付事業収入············································ 2,455,000
事業収入・負担金収入································ 21,164,300
受取利息配当金収入···································· 5,688,439
内部取引・その他の収入····························· 24,212,172
前期末支払資金残高·································· 71,149,642

　計····················································· 231,083,214

 
■支出の部 （単位：円）

　　役員会開催事業······································· 340,245
　　一般管理運営事業······························· 32,125,706
　　広報事業················································ 697,601
　　高齢者福祉事業···································· 1,561,720
　　福祉活動援助事業································· 1,389,310

　　共同募金配分事業································· 4,191,125

　　福祉金庫貸付事業··············································· 0
　　高額療養費貸付事業······························ 1,865,000
　　善意銀行事業·········································· 697,000

　　地域福祉振興基金事業··························· 5,558,023
　　財政調整資金積立事業······························ 108,083

　　日常生活自立支援事業··························· 4,156,923
　　生活福祉資金貸付事業······························ 561,456
　　心配ごと相談事業···································· 166,053
　　介護用品支給事業································· 1,596,946
　　リフト付ワゴン車貸出事業························ 580,482
　　きずな館管理運営事業··························· 2,666,324
　　手話奉仕員養成研修事業··························· 646,197
　　障害者福祉ボランティア育成講座事業··········· 94,281
　　ファミリーサポートセンター事業············ 2,494,385

　　矢板小学童保育館運営事業①·················· 5,411,555
　　矢板小学童保育館運営事業②·················· 3,356,300
　　東小学童保育館運営事業························ 5,748,250
　　安沢小学童保育館運営事業····················· 5,715,300
　　川崎小学童保育館運営事業····················· 7,623,000
　　泉小学童保育館運営事業························ 6,912,500
　　矢板児童館運営事業······························ 8,933,700
　　東児童館運営事業································· 8,068,000

　　高齢者生きがい活動支援通所事業············ 4,369,965
　　生活支援体制整備事業························· 11,109,445
　　お元気ポイント事業······························ 4,211,008
　　自立相談支援事業································· 9,051,235
　　家計相談支援事業································· 5,213,034

　　法人後見運営事業································· 5,466,781
　　市民後見人育成事業································· 125,602
　　成年後見相談事業···································· 183,629

　　当期末支払資金残高···························· 78,087,050

　　計·················································· 231,083,214

■収入の部 （単位：千円）
会費収入·························································· 1,952
分担金収入······················································· 1,038
寄附金収入······················································· 1,052
補助金収入（市、県社協）···································· 29,956
共同募金配分金収入·········································· 5,038
受託金収入（市、県社協）···································· 73,934
貸付事業収入···················································· 5,129
事業収入・負担金収入 ······································· 22,829
受取利息配当金収入··········································· 5,696
内部取引・その他の収入 ···································· 16,946
前期末支払資金残高········································· 15,571

　　計························································· 179,141

　
■支出の部 （単位：千円）
　　役員会開催事業·············································· 374
　　一般管理運営事業······································ 35,717
　　広報事業······················································· 779
　　高齢者福祉事業··········································· 2,168
　　福祉活動援助事業········································ 1,400

　　共同募金配分事業········································ 4,738

　　福祉金庫貸付事業········································ 1,170
　　高額療養費貸付事業···································· 11,215
　　善意銀行事業·············································· 2,391

　　地域福祉振興基金事業·································· 8,188
　　財政調整資金積立事業····································· 109

　　日常生活自立支援事業·································· 5,386
　　生活福祉資金貸付事業····································· 589
　　心配ごと相談事業··········································· 217
　　介護用品支給事業········································ 1,952
　　リフト付ワゴン車貸出し事業···························· 415
　　きずな館管理運営事業·································· 3,020
　　手話奉仕員養成研修事業·································· 749
　　障害者福祉ボランティア育成講座事業················ 142
　　ファミリーサポートセンター事業 ·················· 2,579

　　矢板小学童保育館運営事業①························· 5,539
　　矢板小学童保育館運営事業②························· 3,091
　　東小学童保育館運営事業······························· 6,193
　　安沢小学童保育館運営事業···························· 5,579
　　川崎小学童保育館運営事業···························· 7,933
　　泉小学童保育館運営事業······························· 7,164
　　矢板児童館運営事業····································· 8,951
　　東児童館運営事業········································ 8,052

　　高齢者生きがい活動支援通所事業··················· 4,326
　　生活支援体制整備事業································· 13,047
　　お元気ポイント事業····································· 5,210
　　自立相談支援事業········································ 9,329
　　家計相談支援事業········································ 5,291

　　法人後見運営事業········································ 5,880
　　市民後見人育成事業·········································· 92
　　成年後見相談事業··········································· 166

　　計························································· 179,141
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令和2年度 収 支 予 算令和元年度（平成31年度） 決 算 報 告

貸借対照表貸借対照表

　社会福祉法人矢板市社会福祉協議会の理事会（5月）・評議員会（6月）において、令和元年度（平成31年度）の
収支決算が承認されましたのでお知らせします。

資　産　の　部

純　資　産　の　部

負　債　の　部

流動資産 91,440,289
 現金預金 89,405,028
 事業未収金 1,963,311
 前払費用 71,950
固定資産 328,563,717
 基本財産 1,000,000
  定期預金 1,000,000
 その他の固定資産 327,563,717
  建物 1
  車輌運搬具 5
  器具及び備品 417,958
  投資有価証券 302,000,000
  貸付事業貸付金 1,005,000
  退職手当積立基金預け金 15,630,420
  財政調整資金積立資産 8,412,059
  公共施設負担金 98,274
資産の部合計 420,004,006

流動負債 16,206,569
 事業未払金 12,618,696
 職員預り金 734,543
 賞与引当金 2,853,330
固定負債 16,819,440
 退職給付引当金 16,819,440
負債の部合計 33,026,009

基本金  1,000,000
 基本金 1,000,000
その他の積立金 8,412,059
 財政調整資金積立金 8,412,059
次期繰越活動増減差額 377,565,938
 次期繰越活動増減差額 377,565,938
 （うち当期活動増減差額） 4,297,131
純資産の部合計 386,977,997
負債及び純資産の部合計 420,004,006
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■収入の部 （単位：円）

会費収入··················································· 1,939,400
分担金収入················································ 1,769,815
寄附金収入··················································· 936,880
補助金収入（市、県社協）····························· 26,890,872
共同募金配分金収入···································· 4,491,125
受託金収入（市、県社協）····························· 70,385,569
貸付事業収入············································ 2,455,000
事業収入・負担金収入································ 21,164,300
受取利息配当金収入···································· 5,688,439
内部取引・その他の収入····························· 24,212,172
前期末支払資金残高·································· 71,149,642

　計····················································· 231,083,214

 
■支出の部 （単位：円）

　　役員会開催事業······································· 340,245
　　一般管理運営事業······························· 32,125,706
　　広報事業················································ 697,601
　　高齢者福祉事業···································· 1,561,720
　　福祉活動援助事業································· 1,389,310

　　共同募金配分事業································· 4,191,125

　　福祉金庫貸付事業··············································· 0
　　高額療養費貸付事業······························ 1,865,000
　　善意銀行事業·········································· 697,000

　　地域福祉振興基金事業··························· 5,558,023
　　財政調整資金積立事業······························ 108,083

　　日常生活自立支援事業··························· 4,156,923
　　生活福祉資金貸付事業······························ 561,456
　　心配ごと相談事業···································· 166,053
　　介護用品支給事業································· 1,596,946
　　リフト付ワゴン車貸出事業························ 580,482
　　きずな館管理運営事業··························· 2,666,324
　　手話奉仕員養成研修事業··························· 646,197
　　障害者福祉ボランティア育成講座事業··········· 94,281
　　ファミリーサポートセンター事業············ 2,494,385

　　矢板小学童保育館運営事業①·················· 5,411,555
　　矢板小学童保育館運営事業②·················· 3,356,300
　　東小学童保育館運営事業························ 5,748,250
　　安沢小学童保育館運営事業····················· 5,715,300
　　川崎小学童保育館運営事業····················· 7,623,000
　　泉小学童保育館運営事業························ 6,912,500
　　矢板児童館運営事業······························ 8,933,700
　　東児童館運営事業································· 8,068,000

　　高齢者生きがい活動支援通所事業············ 4,369,965
　　生活支援体制整備事業························· 11,109,445
　　お元気ポイント事業······························ 4,211,008
　　自立相談支援事業································· 9,051,235
　　家計相談支援事業································· 5,213,034

　　法人後見運営事業································· 5,466,781
　　市民後見人育成事業································· 125,602
　　成年後見相談事業···································· 183,629

　　当期末支払資金残高···························· 78,087,050

　　計·················································· 231,083,214

■収入の部 （単位：千円）
会費収入·························································· 1,952
分担金収入······················································· 1,038
寄附金収入······················································· 1,052
補助金収入（市、県社協）···································· 29,956
共同募金配分金収入·········································· 5,038
受託金収入（市、県社協）···································· 73,934
貸付事業収入···················································· 5,129
事業収入・負担金収入 ······································· 22,829
受取利息配当金収入··········································· 5,696
内部取引・その他の収入 ···································· 16,946
前期末支払資金残高········································· 15,571

　　計························································· 179,141

　
■支出の部 （単位：千円）
　　役員会開催事業·············································· 374
　　一般管理運営事業······································ 35,717
　　広報事業······················································· 779
　　高齢者福祉事業··········································· 2,168
　　福祉活動援助事業········································ 1,400

　　共同募金配分事業········································ 4,738

　　福祉金庫貸付事業········································ 1,170
　　高額療養費貸付事業···································· 11,215
　　善意銀行事業·············································· 2,391

　　地域福祉振興基金事業·································· 8,188
　　財政調整資金積立事業····································· 109

　　日常生活自立支援事業·································· 5,386
　　生活福祉資金貸付事業····································· 589
　　心配ごと相談事業··········································· 217
　　介護用品支給事業········································ 1,952
　　リフト付ワゴン車貸出し事業···························· 415
　　きずな館管理運営事業·································· 3,020
　　手話奉仕員養成研修事業·································· 749
　　障害者福祉ボランティア育成講座事業················ 142
　　ファミリーサポートセンター事業 ·················· 2,579

　　矢板小学童保育館運営事業①························· 5,539
　　矢板小学童保育館運営事業②························· 3,091
　　東小学童保育館運営事業······························· 6,193
　　安沢小学童保育館運営事業···························· 5,579
　　川崎小学童保育館運営事業···························· 7,933
　　泉小学童保育館運営事業······························· 7,164
　　矢板児童館運営事業····································· 8,951
　　東児童館運営事業········································ 8,052

　　高齢者生きがい活動支援通所事業··················· 4,326
　　生活支援体制整備事業································· 13,047
　　お元気ポイント事業····································· 5,210
　　自立相談支援事業········································ 9,329
　　家計相談支援事業········································ 5,291

　　法人後見運営事業········································ 5,880
　　市民後見人育成事業·········································· 92
　　成年後見相談事業··········································· 166

　　計························································· 179,141
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令和2年度 収 支 予 算令和元年度（平成31年度） 決 算 報 告

貸借対照表貸借対照表

　社会福祉法人矢板市社会福祉協議会の理事会（5月）・評議員会（6月）において、令和元年度（平成31年度）の
収支決算が承認されましたのでお知らせします。

資　産　の　部

純　資　産　の　部

負　債　の　部

流動資産 91,440,289
 現金預金 89,405,028
 事業未収金 1,963,311
 前払費用 71,950
固定資産 328,563,717
 基本財産 1,000,000
  定期預金 1,000,000
 その他の固定資産 327,563,717
  建物 1
  車輌運搬具 5
  器具及び備品 417,958
  投資有価証券 302,000,000
  貸付事業貸付金 1,005,000
  退職手当積立基金預け金 15,630,420
  財政調整資金積立資産 8,412,059
  公共施設負担金 98,274
資産の部合計 420,004,006

流動負債 16,206,569
 事業未払金 12,618,696
 職員預り金 734,543
 賞与引当金 2,853,330
固定負債 16,819,440
 退職給付引当金 16,819,440
負債の部合計 33,026,009

基本金  1,000,000
 基本金 1,000,000
その他の積立金 8,412,059
 財政調整資金積立金 8,412,059
次期繰越活動増減差額 377,565,938
 次期繰越活動増減差額 377,565,938
 （うち当期活動増減差額） 4,297,131
純資産の部合計 386,977,997
負債及び純資産の部合計 420,004,006

公
　
益
　
事
　
業

公
　
益
　
事
　
業

令和2年度 予　算

令和元（平成31）年度 決　算

法人運営事業
40,438

共同募金
配分事業
4,738

貸付事業
14,776

基金運営事業
8,297

受託事業 15,049

指定管理事業 52,502

受託金
37,203

補助金 6,138

会費収入1,939,400
分担金収入1,769,815

寄附金収入 936,880

会費収入1,952
分担金収入1,038
寄附金収入1,052

補助金収入（市、県社協）
29,956

共同募金
配分金収入
5,038

受託金収入（市、県社協）
73,934

貸付事業収入5,129

事業収入・
負担金収入
22,829

受取利息
配当金収入
5,696

前期末支払資金残高
15,571

（単位：千円）

（単位：円）

法人運営事業
36,114,582

共同募金配分事業
4,191,125

貸付事業
2,562,000
基金運営事業
5,666,106
受託事業
12,963,047

指定管理事業
51,768,605受託金

33,954,687

補助金5,776,012

当期末支払資金残高
78,087,050

補助金収入（市、県社協）
26,890,872

共同募金
配分金収入
4,491,125

受託金収入
（市、県社協）
70,385,569

貸付事業収入2,455,000

事業収入・負担金収入21,164,300

受取利息配当金収入
5,688,439

内部取引・
その他の収入
24,212,172

前期末支払資金残高
71,149,642

収　入
231,083,214

支　出
231,083,214

収　入
179,141

支　出
179,141

内部取引・
その他の収入
16,946
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ご協力ありがとうございます
令和２年２月１日～
令和２年10月31日受付分

＜社会福祉協議会会費＞

（順不同・敬称略）

●特別会費 10,000円
㈲ツチヤ

㈲斎藤工業

東亜警備保障㈱

●特別会費 5,000円
㈱泉土建

㈲中郷観光

総本山台覚寺

矢板温泉まことの湯

㈲川上商店鮮魚店

●特別会費 3,000円
㈲小野崎麹店

大進電器工事㈱

㈲薄井乾物店

㈲大谷薬局

㈲マルハチ

（医）良仁会　後藤医院

（資）岡﨑自動車修理工場

大章軒食堂

たかはら森林組合

玉川測量設計㈱

栃木ダイキュウ運送㈱

㈱幕壱

㈲荒井プロパン

㈲大貫機械店

㈲岡本屋商店

㈲キムラオートサービス

㈲宅原衛生社

㈲萩島建装

カクヤス商販㈱

関東ホンダモーター販売㈱

　ホンダカーズ矢板

㈱大貫薬局

㈱塩矢浄化槽管理センター

㈲岡本

㈱斎藤塗装工芸

㈱足利銀行　矢板支店

㈱小堀建設

㈱大東建設

㈱ムラマツ

㈱矢板重車輌

㈱山久

㈲滝田鉄工所

㈲フジタ医療器

矢野目清

㈲コジマ文具

㈲高橋金物店

㈲舘脇電業社

㈲永井材木店

（医）西川整形外科

矢板地区交通安全協会

㈱ヤマサンワタナベ

㈲ＤＯＮ

㈲大谷自動車修理工場

㈱新野重建

㈲ヤマグチ

（医）あかね会　矢板南病院

㈱渡辺工務店

㈲菊池牛乳店

㈲助や

渡辺瞳

㈲ヤシオエレベーター

大田原信用金庫

中央労働金庫

長久保犬猫病院

㈱三星電気

㈱ダイユー

㈲小西建設

㈲鈴木建材

（医）大梓会 かるべ皮フ科小児科医院

高瀬歯科医院

日本調理器㈱

㈱クリーン矢板

㈲小久保商会

（福）柏葉会　つくし保育園

㈱カナメ　関東支店

㈱サカタロジスティックス

泉水道㈲

㈱マルヤ

㈲百貨堂

㈲エドヤデンキ

㈲京王商事

㈱金太郎玩具店

㈲磯鉄工所

㈲山王丸帯鋸加工所

㈱格和測量設計

㈱柴山金物店

㈲メディック

㈱壮関

㈲山口建設

㈱チュウリツ

㈲津久井石材店

須藤広志

北部生コンクリート協同組合

福田精密㈱

石田巖

㈱栃木銀行

㈱緑新

●施設会費 6,000円
（医）緑会　佐藤病院

●施設会費 5,000円
（福）飛翔会 ちゅーりっぷ保育園

矢板保育園

（福）厚生会　八汐苑

（福）かんばり福祉会

那須学園

たかはら学園

たかはら育成園

ぴっころ保育園

●賛助会費 1,000円
大丸コンクリート工業㈱

東洋機器工業㈱

㈱ワイビーテクノ

＜地域福祉振興基金（高原基金）＞

小川幸夫（2/18）………………………………11,510円

令和元年度お元気ポイント事業活動者
　（矢板市シニアボランティアセンター）（3/13）……47,900円

矢板中学校ＰＴＡ保健厚生部（4/2）……………10,900円

矢板市シルバー人材センター写真同好会（6/26）…14,074円

小川幸夫（7/20）………………………………11,090円

あけぼの会………………………………………40,000円

青少年ホームゴルフ一同（9/15） …………… 6,116円

ちゅーりっぷ保育園保護者会（9/18） ……… 5,000円

＜善意銀行・善意銀行預託＞

矢板市シニアボランティアセンター …………27,400円
58ロハスクラブ ……………………… イチゴ30パック
フードバンクうつのみや
…………………米（3㎏）他食料品詰め合わせ20セット

㈱はやぶさ …………マスク1,000枚、次亜塩素酸20ℓ
キヤノンメディカルシステムズ労働組合
……………………………………… 布マスク50セット

佐藤美枝 …………………………………… タオル61枚

ケアメイトあらい …………………………… マスク64枚
植木良子 ……………………介護食（レトルト）10パック
川井ゆかり………………………… 味付けきんぴら1㎏
川上丈夫 ……………………ほうれん草1箱、大根10本
安沢ほほえみ会………… じゃがいも3箱、かぼちゃ5個、
　　　　　　　　　　　　　 すいか4個、トマト5パック
長岡悦子 ………………………………… さつま芋10㎏

うちわの寄付に協力してくれたみなさま

髙野幸夫　郡司幸雄　横山和夫　有働敬子　中いきいきクラブ　福田小夜子　君島藤子
石塚信子　三区ことぶき会　手をつなぐ親の会　㈱幕壱　幸岡幸寿会　黒田良子
安沢学童保育館　東小学童保育館　角田恵美子　菅又暢治・キヨノ　木幡東交友会
沢行政区　福井夏枝　更生保護女性会　川崎寿会　近藤加代　和田カホル　六区ひまわり会
石田光子　池田ミチエ　大谷自動車　長岡悦子　ほか匿名の方　10名（順不同、敬称略）

レコードの寄付に協力してくれたみなさま

矢板ツーリング　井艸泰正　沼田律子　横山和夫　穴山愛子　笹沼サヨ　白石哲夫　青木陞　三区ことぶき会
幸岡幸寿会　森永美子　菅又暢治・キヨノ　久保恵美子　更生保護女性会　木幡東交友会　川崎寿会
六区ひまわり会　大氣隆史　片岡四区行政区　ほか匿名の方　２名（順不同、敬称略）

マスク作りに協力してくれた方

鈴木幸子　髙柳澄江　穴山愛子　菅籐好　和氣里子　田中規子（矢板市地域包括支
援センターすえひろ） 赤塚恵美子　白石久子　鈴木けい子(グループホームフロール）
日向野真知子　ＳＹ 　安沢ほほえみ会　たかはら学園　近藤加代　更生保護女性会
千野輝子　宇野澤榮子　法田アイコ　千葉なつえ　千葉いずみ　ほか匿名の方５名
〔市外の方〕　匿名１名　（順不同、敬称略）

●材料を寄付してくれた方
和氣恵子　谷中太洋子　郡司幸雄　沼田律子　菅籐好　笹沼サヨ　コジマ文具
原洋子　大谷瑞穂　遠藤順子　薄井政江　君島藤子　小堀順子　加藤友美　笹沼雅子
日向野真知子　三区ことぶき会　山本和子　たかはら学園　幸岡幸寿会　菅又暢治
矢板高校JRC部　更生保護女性会　和氣みち子　ほか匿名の方６名　
〔市外の方〕柿沼澄子　㈲ファッションプレス増渕　ほか匿名５企業（順不同、敬称略）

井艸泰正さん 三区ことぶき会 青木陞さん

君島藤子さん

匿

　
　名

•100,000円
•100,000円
•　4,490円
•焼のり、お茶漬けの素他
•コーヒー飲料、酢、だしの素、
　煎餅、もやしねぎみそ炒め、
　稲庭うどん、食品ギフトセット、
　のり佃煮、梅、茶葉他

•女性もの下着、上衣3枚、
　男性もの下着、上衣1枚
•マカロニ、調味料、のり、ボトル
　コーヒー、トマトジュース、麦茶等
•Ｔシャツ2枚
•衣料品、バスタオル
•米30㎏×2袋
•下着4着、靴下15足、タオル2枚

•米30㎏
•米30㎏×2袋
•米25㎏
•米30㎏
•米20㎏
•米10㎏
•ねぎ（肥料袋1つ）
•梅干し4瓶

•にら1箱
•米30㎏×2袋
•きゅうり1袋
•きゅうり1袋
•にぼし
•米30㎏×1袋
•モロッコいんげん1袋
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ご協力ありがとうございます
令和２年２月１日～
令和２年10月31日受付分

＜社会福祉協議会会費＞

（順不同・敬称略）

●特別会費 10,000円
㈲ツチヤ

㈲斎藤工業

東亜警備保障㈱

●特別会費 5,000円
㈱泉土建

㈲中郷観光

総本山台覚寺

矢板温泉まことの湯

㈲川上商店鮮魚店

●特別会費 3,000円
㈲小野崎麹店

大進電器工事㈱

㈲薄井乾物店

㈲大谷薬局

㈲マルハチ

（医）良仁会　後藤医院

（資）岡﨑自動車修理工場

大章軒食堂

たかはら森林組合

玉川測量設計㈱

栃木ダイキュウ運送㈱

㈱幕壱

㈲荒井プロパン

㈲大貫機械店

㈲岡本屋商店

㈲キムラオートサービス

㈲宅原衛生社

㈲萩島建装

カクヤス商販㈱

関東ホンダモーター販売㈱

　ホンダカーズ矢板

㈱大貫薬局

㈱塩矢浄化槽管理センター

㈲岡本

㈱斎藤塗装工芸

㈱足利銀行　矢板支店

㈱小堀建設

㈱大東建設

㈱ムラマツ

㈱矢板重車輌

㈱山久

㈲滝田鉄工所

㈲フジタ医療器

矢野目清

㈲コジマ文具

㈲高橋金物店

㈲舘脇電業社

㈲永井材木店

（医）西川整形外科

矢板地区交通安全協会

㈱ヤマサンワタナベ

㈲ＤＯＮ

㈲大谷自動車修理工場

㈱新野重建

㈲ヤマグチ

（医）あかね会　矢板南病院

㈱渡辺工務店

㈲菊池牛乳店

㈲助や

渡辺瞳

㈲ヤシオエレベーター

大田原信用金庫

中央労働金庫

長久保犬猫病院

㈱三星電気

㈱ダイユー

㈲小西建設

㈲鈴木建材

（医）大梓会 かるべ皮フ科小児科医院

高瀬歯科医院

日本調理器㈱

㈱クリーン矢板

㈲小久保商会

（福）柏葉会　つくし保育園

㈱カナメ　関東支店

㈱サカタロジスティックス

泉水道㈲

㈱マルヤ

㈲百貨堂

㈲エドヤデンキ

㈲京王商事

㈱金太郎玩具店

㈲磯鉄工所

㈲山王丸帯鋸加工所

㈱格和測量設計

㈱柴山金物店

㈲メディック

㈱壮関

㈲山口建設

㈱チュウリツ

㈲津久井石材店

須藤広志

北部生コンクリート協同組合

福田精密㈱

石田巖

㈱栃木銀行

㈱緑新

●施設会費 6,000円
（医）緑会　佐藤病院

●施設会費 5,000円
（福）飛翔会 ちゅーりっぷ保育園

矢板保育園

（福）厚生会　八汐苑

（福）かんばり福祉会

那須学園

たかはら学園

たかはら育成園

ぴっころ保育園

●賛助会費 1,000円
大丸コンクリート工業㈱
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㈱ワイビーテクノ
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安沢ほほえみ会………… じゃがいも3箱、かぼちゃ5個、
　　　　　　　　　　　　　 すいか4個、トマト5パック
長岡悦子 ………………………………… さつま芋10㎏

うちわの寄付に協力してくれたみなさま

髙野幸夫　郡司幸雄　横山和夫　有働敬子　中いきいきクラブ　福田小夜子　君島藤子
石塚信子　三区ことぶき会　手をつなぐ親の会　㈱幕壱　幸岡幸寿会　黒田良子
安沢学童保育館　東小学童保育館　角田恵美子　菅又暢治・キヨノ　木幡東交友会
沢行政区　福井夏枝　更生保護女性会　川崎寿会　近藤加代　和田カホル　六区ひまわり会
石田光子　池田ミチエ　大谷自動車　長岡悦子　ほか匿名の方　10名（順不同、敬称略）

レコードの寄付に協力してくれたみなさま

矢板ツーリング　井艸泰正　沼田律子　横山和夫　穴山愛子　笹沼サヨ　白石哲夫　青木陞　三区ことぶき会
幸岡幸寿会　森永美子　菅又暢治・キヨノ　久保恵美子　更生保護女性会　木幡東交友会　川崎寿会
六区ひまわり会　大氣隆史　片岡四区行政区　ほか匿名の方　２名（順不同、敬称略）

マスク作りに協力してくれた方

鈴木幸子　髙柳澄江　穴山愛子　菅籐好　和氣里子　田中規子（矢板市地域包括支
援センターすえひろ） 赤塚恵美子　白石久子　鈴木けい子(グループホームフロール）
日向野真知子　ＳＹ 　安沢ほほえみ会　たかはら学園　近藤加代　更生保護女性会
千野輝子　宇野澤榮子　法田アイコ　千葉なつえ　千葉いずみ　ほか匿名の方５名
〔市外の方〕　匿名１名　（順不同、敬称略）

●材料を寄付してくれた方
和氣恵子　谷中太洋子　郡司幸雄　沼田律子　菅籐好　笹沼サヨ　コジマ文具
原洋子　大谷瑞穂　遠藤順子　薄井政江　君島藤子　小堀順子　加藤友美　笹沼雅子
日向野真知子　三区ことぶき会　山本和子　たかはら学園　幸岡幸寿会　菅又暢治
矢板高校JRC部　更生保護女性会　和氣みち子　ほか匿名の方６名　
〔市外の方〕柿沼澄子　㈲ファッションプレス増渕　ほか匿名５企業（順不同、敬称略）

井艸泰正さん 三区ことぶき会 青木陞さん

君島藤子さん

匿

　
　名

•100,000円
•100,000円
•　4,490円
•焼のり、お茶漬けの素他
•コーヒー飲料、酢、だしの素、
　煎餅、もやしねぎみそ炒め、
　稲庭うどん、食品ギフトセット、
　のり佃煮、梅、茶葉他

•女性もの下着、上衣3枚、
　男性もの下着、上衣1枚
•マカロニ、調味料、のり、ボトル
　コーヒー、トマトジュース、麦茶等
•Ｔシャツ2枚
•衣料品、バスタオル
•米30㎏×2袋
•下着4着、靴下15足、タオル2枚

•米30㎏
•米30㎏×2袋
•米25㎏
•米30㎏
•米20㎏
•米10㎏
•ねぎ（肥料袋1つ）
•梅干し4瓶

•にら1箱
•米30㎏×2袋
•きゅうり1袋
•きゅうり1袋
•にぼし
•米30㎏×1袋
•モロッコいんげん1袋
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　矢板市社会福祉協議会は、地域で暮らす様々な人たちが、世代や分野を超えて連携・協働
し、高齢になっても安心して暮らし続けられるまちを目指して、地域の助け合い・支え合いを
推進しています。

　助け合いに関心
のある方の参加を

お待ちし

ています！まずは
お気軽に、社会福

祉協議会

までご連絡くださ
い。

　ボランティア活動を通して社会参加・地域貢献することで地域とのつながり

を深め、自身の介護予防、健康の維持促進を後押しするため、お元気ポイント

のきらりんサポーターが、令和３年から対象者、対象となる活動、ポイント付与

数などが変更になります。

 きらりんサポーターとして活動を行う場合には、養成講座を受講し、シニアボ

ランティアセンターへの登録が必要となります。

　詳細は、社会福祉協議会までお問い合わせください。

◆うちわ、レコード、マスクの材料（布地など）の寄付を呼びかけ、たくさんの方にご協力をいただきました（前頁）
　みなさんの善意により、地域の福祉活動に取り組むことができました。

下伊佐野行政区、沢行政区・地区社会福祉連絡会、片岡三区行政区・声かけふれ愛隊、
片岡四区行政区・地区社会福祉連絡会、荒井行政区、木幡東行政区・地区社会福祉連絡会、山田行政区

　障がい者支援事業所いなほ〈多機能型事業所〉
と市内の学童保育館の子どもたちに、リメイクし
てもらい、行政区や地区社会福祉連絡会の方々
に、感染症や熱中症予防の声かけとともに、高齢
者の方にお届けする活動を行いました。
　また社会福祉協議会の老人給食サービス、あす
てらすを利用されている方にもお届けしました。

助け合い・

支え合いのある

地域づくり

助け合い・支え合いの輪が広がっています！
地域のみなさん

と話し合う場

（第２層協議体
）が再開しまし

た！

うちわをリメイク

　ボランティアの方が作った
マスクをお届けし、見守りや
つながりのきっかけになれ
ばと始まった活動です。

　寄付いただいた材料などで、ボランティア
の方がマスクを作成してくれました。

マスクお届け隊

　いただいたレコードは、地域の居場所（サロ
ン）などで、レコードボランティアが活用させて
いただいています。
　新型コロナにより、みんなでできることは限ら
れてしまっていますが、懐かしい音楽を鑑賞した
り、レコードジャケットを見ると、青春時代の思い
出がよみがえり、話に花が咲くかもしれません。
　レコード鑑賞をご希望の居場所（サロン）の方
は、社会福祉協議会までご連絡ください。

レコードボランティアの
活動が始まりました！

マスクお届け隊
各地区のお届け活動の様子

～コロナ禍で行われている活動～

泉　ぼっちの会　
第３金曜日 14:00～　会場：泉公民館　

片岡　ささえあいの会　
第4水曜日 14:00～　会場：片岡公民館　

矢板　助け合いの会「やさしい手」　
第4金曜日 14:00～　会場：生涯学習館　

お元気ポイント事業

令和２年のポイント交換の申請期間

きらりんサポーターが変わります!!

令和３年１月４日（月）～１月２９日（金）です。
活動手帳は２月２６日（金）となっていますが、１月中の申請にご協力ください。

問い合わせは　矢板市社会福祉協議会　☎44－3000
お届け活動
実 施 地 区
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権利擁護センター権利擁護センター あすてらすやいたあすてらすやいた
　認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などの判断能力が十分でない方の権利と財産を守り、地域
で安心して自立した生活を送れるようにお手伝いするのが、権利擁護センター「あすてらすやいた」です。

◎次のようなことでお困りの方はお気軽にご相談ください。
・日常的な金銭の管理に不安がある。
・福祉サービスの利用手続き等の手伝いをしてほしい。
・通帳や印鑑等の保管に不安がある。など

◎必要に応じて次のような3つのサービスを利用することがで
きます。

◆福祉サービスの利用援助
様々なサービスについての情報提供や専門家の紹介、サービス
申し込み手続きの代行や、本人に同行して支援等を行います。

◆日常的金銭管理サービス
本人に代わって預貯金の出し入れ、公共料金や家賃の支払い等
を行います。

◆書類等預かりサービス
預金通帳、権利書、保険証書、実印等を安全に保管します。

ご利用までの流れ

相談の受付
（窓口または電話で）

契　約

利用の打合せ
（担当者がうかがって一緒
に支援計画を作成します）

サービスの開始
（直接、生活支援員が
サービスを開始します）

1

2

3

4

愛の訪問事業 社会福祉協議会では、80歳以上のひとり暮らしの方の安否確認を主な目的
として、ヤクルトの無料配付を行っています。

こんな人がこんな人が

利用できます。利用できます。

介護サービス等（デイサービス・ホーム

ヘルパー・高齢者給食サービス）を週2回

以上利用していない方

80歳以上でひとり暮らしの方

（同一建物･同一敷地内または、近隣に

近親者が居住している場合は対象外）

♥♥

困りごと・悩みごとはこちらまで！
◆無料法律相談会◆無料法律相談会
●日時：毎月第3木曜日（休日等の場合は翌日）
　　　　9時～12時
●場所：きずな館  2F会議室
◎予約制 相談日前々月の1日から受付

◆心配ごと相談◆心配ごと相談
●日時 :毎週火曜日(第2火曜日、祝日を除く)
　　　　9時～12時
●場所 :きずな館  2F会議室
◎予約不要 直接おいでください。

◆成年後見無料相談会◆成年後見無料相談会
●日時 :奇数月第3水曜日 10時～12時
●場所：きずな館  2F会議室
◎予約制 事前に予約が必要です。

無料で貸し出しています
◎リフト付ワゴン車
利用する3日前（土・日を除く）までにお申し込みく
ださい。
電話予約もできます。
返却時にガソリンを満タンにしてください。

◎車椅子（大人用・子ども用）
一時的に車椅子が必要な方にお貸ししています。

◎きずな館2F会議室
ボランティア活動を目的としたグループが利用でき
ます。
＊ボランティア登録が必要です。
月～金曜日　午前9時～午後5時
土曜日　　　午前9時～午後3時
事前に電話で申請してください。
休館日　日曜日、国民の祝日、12月29日～1月3日

～募集しています～

ボランティア連絡会登録 音訳ボランティア（簡単なパソコン操作が出来る方）
★活動内容 目の不自由な方へ、市の広報・社協だより・議会だより等を
 DAISY（パソコンを使用してCDに編集）で郵送します。
★活動場所 矢板児童館又は自宅
★活動時間 隔月2回（年12回）日時、日程はグループで調整

★随時受け付けております。登録すると市内
のボランティアグループや市民活動グルー
プの横の連携、情報交換するため各団体の
プロフィールを自由にご覧いただけます。

矢板市ファミリーサポートセンター地域で子育て
1.会員数（10月末日現在）

主な活動内容

2.令和元年度活動状況 ………………… 165件
　令和２年度活動状況（4～10月）……… 65件 総会員数 310人

提供会員 93人
依頼会員 190人
両方会員 27人

★学校のお迎えと自宅への送り …………45件
★自宅から習い事への送り ………………17件

★ひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯の方にお弁当
をお届けするための、調理ボランティアを募集します。
　月1回程度（9：00～12：00）ご協力お願いします。

★調理ボランティアが作ったお弁当をお届けするため
の配送ボランティアを募集します。
　月1回程度（10：50～12：00）ご協力お願いします。

調理ボランティア 配送ボランティア 　　　　　 令和２年度ボランティア保険
加入受付中！

令和２年度のご加入契約は、すべて令和３年3月31日で
補償期間が終了します。
令和2年度の保険加入は、現在も受付中です。

米、野菜の寄付の登録をお願いします
令和元年度の実績

食糧支援／82件（米、野菜他）

年末訪問／15世帯（米、野菜、豆餅、乾麺他）

28 ㊊
○
○
×

○
下校時～19:00

29 ㊋
×
×
×

×

30 ㊌
×
×
×

×

31 ㊍
×
×
×

×

1 ㊎
×
×
×

×

2 ㊏
×
×
×

×

4 ㊊
○
○
×

○
7:30～19:00

3 ㊐
×
×
×

×

12月 1月

年末年始の業務のお知らせ 年末年始の業務のお知らせ 12月28日～1月4日

問い合わせは　矢板市社会福祉協議会　☎44－3000／☎43－8700（あすてらす専用）

矢板市社会福祉協議会
泉げんきセンター
各児童館

各学童保育館

時　間

8：30～17：15
9：00～16：00
9：00～18：00

●不要入れ歯回収中●
●矢板市保健福祉センター1F ●矢板市社会福祉協議会（きずな館内）
●矢板・泉・片岡の各公民館 ●泉はつらつ館
●矢板市くらし安全環境課（市役所本庁舎1階）

ボックス
設置場所



社協だより社協だより

98

…
…
…

権利擁護センター権利擁護センター あすてらすやいたあすてらすやいた
　認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などの判断能力が十分でない方の権利と財産を守り、地域
で安心して自立した生活を送れるようにお手伝いするのが、権利擁護センター「あすてらすやいた」です。

◎次のようなことでお困りの方はお気軽にご相談ください。
・日常的な金銭の管理に不安がある。
・福祉サービスの利用手続き等の手伝いをしてほしい。
・通帳や印鑑等の保管に不安がある。など

◎必要に応じて次のような3つのサービスを利用することがで
きます。
◆福祉サービスの利用援助
様々なサービスについての情報提供や専門家の紹介、サービス
申し込み手続きの代行や、本人に同行して支援等を行います。
◆日常的金銭管理サービス
本人に代わって預貯金の出し入れ、公共料金や家賃の支払い等
を行います。
◆書類等預かりサービス
預金通帳、権利書、保険証書、実印等を安全に保管します。

ご利用までの流れ

相談の受付
（窓口または電話で）

契　約

利用の打合せ
（担当者がうかがって一緒
に支援計画を作成します）

サービスの開始
（直接、生活支援員が
サービスを開始します）

1

2

3

4

愛の訪問事業 社会福祉協議会では、80歳以上のひとり暮らしの方の安否確認を主な目的
として、ヤクルトの無料配付を行っています。

こんな人がこんな人が

利用できます。利用できます。

介護サービス等（デイサービス・ホーム

ヘルパー・高齢者給食サービス）を週2回

以上利用していない方

80歳以上でひとり暮らしの方

（同一建物･同一敷地内または、近隣に

近親者が居住している場合は対象外）

♥♥

困りごと・悩みごとはこちらまで！
◆無料法律相談会◆無料法律相談会
●日時：毎月第3木曜日（休日等の場合は翌日）
　　　　9時～12時
●場所：きずな館  2F会議室
◎予約制 相談日前々月の1日から受付

◆心配ごと相談◆心配ごと相談
●日時 :毎週火曜日(第2火曜日、祝日を除く)
　　　　9時～12時
●場所 :きずな館  2F会議室
◎予約不要 直接おいでください。

◆成年後見無料相談会◆成年後見無料相談会
●日時 :奇数月第3水曜日 10時～12時
●場所：きずな館  2F会議室
◎予約制 事前に予約が必要です。

無料で貸し出しています
◎リフト付ワゴン車
利用する3日前（土・日を除く）までにお申し込みく
ださい。
電話予約もできます。
返却時にガソリンを満タンにしてください。

◎車椅子（大人用・子ども用）
一時的に車椅子が必要な方にお貸ししています。

◎きずな館2F会議室
ボランティア活動を目的としたグループが利用でき
ます。
＊ボランティア登録が必要です。
月～金曜日 午前9時～午後5時
土曜日　　　午前9時～午後3時
事前に電話で申請してください。
休館日 日曜日、国民の祝日、12月29日～1月3日

～募集しています～

ボランティア連絡会登録 音訳ボランティア（簡単なパソコン操作が出来る方）
★活動内容 目の不自由な方へ、市の広報・社協だより・議会だより等を

DAISY（パソコンを使用してCDに編集）で郵送します。
★活動場所 矢板児童館又は自宅
★活動時間 隔月2回（年12回）日時、日程はグループで調整

★随時受け付けております。登録すると市内
のボランティアグループや市民活動グルー
プの横の連携、情報交換するため各団体の
プロフィールを自由にご覧いただけます。

矢板市ファミリーサポートセンター地域で子育て
1.会員数（10月末日現在）

主な活動内容

2.令和元年度活動状況 ………………… 165件
　令和２年度活動状況（4～10月）……… 65件総会員数 310人

提供会員 93人
依頼会員 190人
両方会員 27人

★学校のお迎えと自宅への送り …………45件
★自宅から習い事への送り ………………17件

★ひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯の方にお弁当
をお届けするための、調理ボランティアを募集します。
月1回程度（9：00～12：00）ご協力お願いします。

★調理ボランティアが作ったお弁当をお届けするため
の配送ボランティアを募集します。
　月1回程度（10：50～12：00）ご協力お願いします。

調理ボランティア 配送ボランティア 　 令和２年度ボランティア保険
加入受付中！

令和２年度のご加入契約は、すべて令和３年3月31日で
補償期間が終了します。
令和2年度の保険加入は、現在も受付中です。

米、野菜の寄付の登録をお願いします
令和元年度の実績

食糧支援／82件（米、野菜他）

年末訪問／15世帯（米、野菜、豆餅、乾麺他）
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×
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年末年始の業務のお知らせ 年末年始の業務のお知らせ 12月28日～1月4日

問い合わせは　矢板市社会福祉協議会　☎44－3000／☎43－8700（あすてらす専用）

矢板市社会福祉協議会
泉げんきセンター
各児童館

各学童保育館

時　間

8：30～17：15
9：00～16：00
9：00～18：00

●不要入れ歯回収中●
●矢板市保健福祉センター1F ●矢板市社会福祉協議会（きずな館内）
●矢板・泉・片岡の各公民館 ●泉はつらつ館
●矢板市くらし安全環境課（市役所本庁舎1階）
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思いやり福祉講座
　泉中学校の生徒16名が地域共生社会のまちづくりをテーマに、福祉体験に取り組みました。高齢者

や妊婦、車いす利用者の気持ちを理解するため、疑似体験を通して思いやりのこころを育みました。

妊婦体験 高齢者疑似体験 半身麻痺体験

車イス介助 車イス操作 リフト付ワゴン乗車体験

赤い羽根共同募金啓発グッズ作成
　赤い羽根共同募金啓発グッズと
して配布しているポケットティッ
シュのイラストのデザインと募金
箱を飾り付けました。募金してい
ただきました皆様ありがとうござ
いました。

コロナ禍のなか7月の社協だよりをお休みさせ
ていただきました。
　その間、おおぜいの皆様にさまざまなご支援を
いただきました。感謝！感謝です。
　こんなときだからこそ、私たちにできること、皆
さんとできることを考えていきたいと思います。
コロナに負けるな！
時節柄ご慈愛ください。 (あすてらすやいた)




