社協シンボルマーク
「社協」は社会福祉協議会
の略称です
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配分金で発行されています。

社会福祉法人川崎市多摩区社会福祉協議会

賛 助 会 員 大 募 集！
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〜多摩区の豊かな福祉のまちづくりに、是非ご協力をお願いいたします〜
賛助会員とは

多摩区社会福祉協議

会と多摩区内５つの地

区社会福祉協議会︵登

戸︑菅︑中野島︑稲田︑

生田︶が進める地域福

祉活動の趣旨に賛同さ

れ︑１口千円の賛助会

費を納めることで財源

的な支援をしていただ

く会員のことです︒

多摩区社会福祉協議

会では︑本年度も７月

を中心に賛助会員の募

賛助会費総額

集を行います︒

おひとりでも多くの

区民の皆様に賛助会員

へご加入いただき︑ご

一緒に﹃豊かな福祉の

まちづくり﹄に参加い

ただきますようお願い

申し上げます︒

平成27年度

5,912,500円

多摩区の地域福祉の推進にご協力いただき、誠にありがとうございます。
賛助会費は、多摩区での様々な地域福祉活動に活用させていただきました。

社会福祉のつどいの開催
老人いこいの家などで活動されている皆様の発表の場
として地域の皆様と一緒に作り上げています。

車いす等の福祉用具の貸出し
外出など一時的に車
いすの利用が必要な場
合など（但し、公的制
度が優先されます）短
期での無料貸出を行っ
ています。
疑似体験セットなど
福祉教材の貸出も行っ
ています。

この他、多摩区社協・各地区社協では、地域福祉推進のため安心して暮らせるまちづくり
を目指し、福祉に関する各種講座の開催・福祉教育・ボランティア活動支援、母親クラブや
子育てサロン活動支援、広報誌の発行など様々な事業に取り組んでいます。
賛助会員になるには…
多摩区社会福祉協議会へお問い合わせ下さい ☎044−935−5500
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理解を深めて大きな一歩に
●広報啓発においては、本会ホームペー
ジのリニューアルを行い、スマート
フォンやタブレット端末でも閲覧がし
やすい形を取ったことにより、区社協
事業の一層の周知につなげることがで
きました。また、第 8 回多摩区社会福
祉大会においては、第 2 部の記念映画
上映が好評を博し、入場者数も過去最
高の900名となり、これまで以上に地
域の方々に多摩区社会福祉協議会を
知っていただく機会とすることができ
ました。
●ボランティア活動においては、多摩区
ボランティアセンター運営委員会を中
心に各種講座の開催や情報紙の発行を
通じて、ボランティア活動の啓発と新
たなボランティア参加者の発掘に努め
ました。特に、本年度は一般地域住民
の方々を対象とした災害ボランティア
センターの設置と役割について学ぶ講
座を開催し、広く周知と理解につなげ、
平成28年度に多摩区において開催され
る川崎市総合防災訓練参加に向けての
大きな足掛かりとなりました。
●福祉教育においては、福祉教育セミ
ナーや親子参加講座を開催し、福祉の
学びの機会作りを行いました。また、
初の試みとして、教職員との福祉学習
についての交流会を開催し、学校で行
われる福祉学習の充実に向け、教職員
と福祉学習のゲストティーチャーであ
る地域の方々が集い、共に学び合う機
会となりました。
●移送・送迎サービス事業においては、
移送サービス利用者のみ新規募集を再
開し、公共交通機関では移動が困難な

社会福祉法人
川崎市多摩区社会福祉協議会

新理事・評議員の紹介
（順
（順不同・敬称略）
※平成28年 6 月 1 日現在
※平

平成27年度 事業報告

平成27年度 資金収支決算
前年度繰越金
12,704,417円

会費収入

6,983,500円

寄付金収入

その他の収入
295,336円

1,080,831円

経常経費補助金収入
15,797,722円

受取利息配当金収入
13,491円

収入の部
収入計
90,772,844円

事業収入

1,739,284円

次年度繰越金

受託金収入
52,158,263円
52,158,263

法人運営事業 12,140,572円
調査・研究事業 76,259円
企画広報事業 1,208,402円
連絡・調整事業 104,062円
助成事業 5,627,142円
地域福祉活動事業
514,138円
在宅福祉活動事業
1,208,878円
一般募金配分金事業
2,415,238円
年末募金配分金事業
8,993,653円
ボランティア活動振興事業
830,994円
福祉パルたま受託経営事業
145,600円

11,361,802円

老人いこいの家管理経営事業
40,696,259円
日常生活自立支援受託事業
326,000円
金品援護事業

支出の部
支出計
90,772,844円

926,145円

生活福祉資金貸付業務受託事業
3,698,500円
3,698,500
老人いこいの家受託経営事業
499,200円

収入の部は各勘定科目、支出の部は事業ごとのサービス区分で総額を表記しています。

▶財産目録

平成28年 3 月31日現在

Ⅰ資産の部

Ⅱ負債の部

流動資産

流動負債

現金

27,070円

未払金

3,792,596円

預貯金

15,724,089円

預り金

1,155,768円

未収金

291,538円

前受金

48,000円

貯蔵品

315,469円

流動資産合計

16,358,166円

固定資産

流動負債合計

4,996,364円

負債合計

4,996,364円

差引純資産合計

基本財産

37,041,933円

3,000,000円

その他固定資産 22,680,131円
固定資産合計

25,680,131円

資産合計

42,038,297円

理事

監

八釼 伸行 伊藤 順健 大澤 敏夫 田村 弘志

高松

原田 知治 吉田紀代子 大津

木澤

努 田邊 健児

末吉 一夫 古谷 欣治 石橋 吉章 佐藤 俊惠
安陪

修司

中村

健

黒岩

亮子

（理事・監事任期：平成28年 4 月15日〜平成30年 4 月14日）

森田
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方々の通院や社会参加の機会作りにつなげるこ
とができました。
●本会組織基盤強化の一環として、会員規程の改
正を実施し、新たな枠組みと新たな会費設定に
よる会員制度が始まりました。

この他、今年度も地域福祉の推進にあたり、地
区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、
保護司会、町会自治会、関係施設や機関等と連
携を図りながら、住民の皆様と共に様々な地域
福祉事業を実施しました。

地域が一丸となって福祉の充実を

平成28年度

事業計画

平成26年度から 5 ヵ年の中期計画として策定し
協議会のあり方について、会長の諮問委員会とし
た本会「第 3 期地域福祉活動計画」は、今年度中
て検討委員会を設置し、検討内容を区社協と地区
間見直しが予定されています。
社協の更なる連携強化に向けた取り組みに繋げま
策定から 2 年が経過し、現在は地域福祉の新た
す。
な取り組みとして、行政を中心とした「地域包括
今年度も、地域住民の皆様とともに、
「福祉の
ケアシステム」の推進に向け、大きな動きが見ら
まちづくり」の実践に向けて、更なる地域福祉の
れます。
充実に努めてまいります。
このような中、長年に渡り住民を主体と
した地域福祉の推進を使命としてきた本会
平成28年度 資金収支予算
としても、この全市を挙げた取り組みの中
で、これまで培ってきた支え合いの地域づ
前年度繰越金
会費収入 7,178,000円
くりのノウハウを存分に発揮し、その役割
8,747,417円
寄付金収入 750,000円
を果たすことが求められています。
経常経費補助金収入
そこで、計画見直しは、地域包括ケアシ
その他の収入
16,108,000円
100,000円
ステムとの融合を視野に入れつつ、これま
収入の部
収入計
での本会の取り組みが地域包括ケアシステ
86,948,518円
受取利息配当金収入
15,000円
ムの目指すところと何ら遜色ないことをア
受託金収入
52,022,301円
52,022,301
ピールできるような内容となるよう、本会
事業収入 2,027,800円
会員をはじめとした地域住民の方々の理解
老人いこいの家
と協力を得ながら、役職員が一丸となって
管理経営事業 45,031,131円
法人運営事業 12,705,312円
調査・研究事業 407,000円
取り組んでまいります。
日常生活自立支援事業
企画広報事業 1,544,600円
343,600円
また、各種別会員の会議をネットワーク
連絡・調整事業 778,400円
助成事業 5,284,000円
会議として位置付け開催し、地域住民の福
金品援護事業 650,000円
地域福祉活動事業
支出の部
1,067,600円
支出計
祉ニーズを積極的かつ的確に捉え、地域福
在宅福祉活動事業
生活福祉資金貸付業務受託事業
86,948,518円
1,632,500円
3,536,175円
3,536,175
祉の推進に主体的に関わっていくため、事
一般募金配分金事業
2,218,000円
老人いこいの家受託経営事業
業内容の整理等を行い、十分に地域福祉の
年末募金配分金事業
518,400円
9,394,000円
力を発揮できる体制作りに努めます。
ボランティア活動振興事業
福祉パルたま受託経営事業 151,200円
1,686,600円
さらに、継続的な課題でもある賛助会費
収入の部は各勘定科目、支出の部は事業ごとのサービス区分で総額を表記しています。
のあり方と、区内における地域福祉推進の
大きな担い手である、 5 つの地区社会福祉

監事

松

繁行

澤

静雄

田

博志

評議員
梅田 正寛 日野 修子 近藤 康子 松本 英嗣 嘉弓 三男 上原 隆志 村上 能立
金井 健二 鈴木 久夫 石田
勇 小島 文子 遠藤
恪 佐藤 春男 鷲巣 浩代
近藤 充紀 上原
武 奥沢 邦雄 斉藤 晴美 石井 信子 及川 伸子 小金井眞喜子
吉澤 晴行 吉田 輝久 西尾
信 本多 武夫 関山
進 加藤 太重 井上 直美
内村 茂子 藤原
司 新藤 敏夫 大瓦 和弘 齋藤 俊啓 諏佐 吉則
（評議員任期：平成28年 3 月26日〜平成30年 3 月25日）
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近年、大規模な災害が発生した際に、ボランティアの力が大きく注目されています。
地震や津波、豪雨などの災害発生時、被災した人たちや地域を支援するために、各地から集まってくる「ボランティア」
と被災者の「復興のニーズ」をつなぐ、臨時的・応急的に作られるのが災害ボランティアセンターです。
ボランティアを必要としている被災者の声を迅速に集め、各地から集まってくるボランティアに効果的に活動をして
もらうためには、多くの方が災害ボランティアセンターの存在をあらかじめ知っておくことが何よりも重要です。
この研修会では、事前説明会において災害ボランティアセンターについて学んだあと、 8 月28日に開催される川崎市
総合防災訓練において、設置のシミュレーション訓練を行います。
多くの方の参加をお待ちしています！
日 時：【事前説明会】平成28年 8 月20日（土）14時〜16時
【設 置 訓 練】平成28年 8 月28日（日）10時〜12時 予定
会 場：【事前説明会】多摩市民館 4 階 第 1 会議室
【設 置 訓 練】川崎市立稲田中学校 予定
定 員：30名（抽選）締め切り（ 8 /10）多摩区在住在勤の方優先
参加費：無料
申し込み、問い合せ：☎044−935−5500 FAX 044−911−8119
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今後の開催予定

多摩区ボランティアセンターでは、
これからボランティアを始めてみよう

平成28年 7 月 9 日
（土）
13時30分〜15時

としている方やボランティアを始めて
すぐの方、ボランティアを受け入れて
いる施設の方などを対象として、ボラ
ンティア情報の提供とボランティアを

「たまぼらひろば」へ
 足を運んでみませんか？
会

場

福祉パルたま

研修室

平成28年 8 月 6 日
（土）
13時30分〜15時

福祉パルたま

研修室

平成28年 9 月17日
（土）13時30分〜15時

福祉パルたま 研修室

平成28年10月13日
（木）10時〜14時

多摩区役所 1 階アトリウム
（パサージュ・たま）

始めてからの疑問などを相談する場、 対 象：ボランティアを始めようと考えている方、ボランティアを始めてすぐの方、ボランティア
「たまぼらひろば」を開催しています。
今年度は土曜日を中心として、月に
１回のペースで開催しています。
ボランティアに関して何か聞きたい
ことがある方は、お気軽に足を運んで

を受け入れている施設の方 等
参加費：無料
※お問い合わせは下記までご連絡ください。
社会福祉法人川崎市多摩区社会福祉協議会 多摩区ボランティアセンター
☎044−935−5500
FAX 044−911−8119
Ｅtamaku@csw-kawasaki.or.jp URL http://www.tamaku-shakyo.jp/

みて下さい♪

ご寄付のお礼
〜多摩区の地域福祉の増進にご協力いただき、誠にありがとうございます〜
皆様から頂戴した寄付金品は、多摩区内で活動するボランティア団体
や福祉施設への支援に活用させていただきました。

区社協だより「多摩」
音声版貸出を行っています
ボランティアグループ「さんざし」
さんのご協力のもと、広報紙「多摩」
の音声版を作成しています。音声版
の区社協だより「多摩」の貸出しを

▶寄付者一覧

ご希望の方は、多摩区社会福祉協議

【平成28年2月1日〜平成28年5月31日】
（順不同・敬称略）

寄付金（計12件／727,748円）
神奈川県立百合ヶ丘高等学校
株式会社ロード
セレサ川崎農業協同組合
衣屋商店
衣屋商事
蓑田眞幸
宮部勲
株式会社いなげや
多摩サポーターズ
匿名

会までお申し出ください。

生田緑地運営共同事業体
東急リゾートサービス・石勝
エクステリア共同事業体
川崎国際生田緑地
ゴルフ場

〈申込・問合せ〉
多摩区社会福祉協議会
☎ 935−5500 FAX 911−8119
Ｅtamaku@csw-kawasaki.or.jp

発 行／社会福祉法人 川崎市多摩区社会福祉協議会 川崎市多摩区登戸 1763 ライフガーデン向ヶ丘２階 福祉パルたま内
地域課：TEL 935−5500 FAX 911−8119 発行人／原田知治 編集人／斎木 浩 URL ／ http://www.tamaku-shakyo.jp/
※ 記事掲載情報やご意見・ご感想等は郵送または FAX でお寄せください。

