
「つながりをたやさない社会づくり」を目指して地域の福祉活動を応援しています。

共同募金の寄付金には税の特典があります ※法人の所得から支出されたご寄付は全額損金算入ができます。個人からのご寄付は所得税または個人住民税の控除の対象 (2 千円を超える部分 ) となります。

令和３年度　赤い羽根共同募金へのご協力のお願い

赤い羽根共同募金は、地域の高齢者や障害のある人、子どもたちな
どに対するさまざまな地域福祉活動を支える「じぶんの町を良くするし
くみ。」です。
共同募金の特徴は、皆さまから寄せられた募金が、募金をした県や市
町村の福祉の推進など「じぶんの町をよくするために使われる」ことです。
「困ったときはお互いさま」の精神
からはじまった赤い羽根共同募金。
こんな時だからこそ、この町を良く
するために、困っている人たちを支
えるために、「つながりをたやさな
い社会づくり」を目指して活動を続
けています。

＊赤い羽根共同募金
　　一戸あたり 500 円

＊歳末たすけあい募金
　　一戸あたり 200 円

運動強化期間 

 １０月１日（金）～ １２月３１日（金）
令和3年

いつも赤い羽根共同募金にご協力いただき、心よりお礼申し上げます。
今年も地域の皆さまの温かいご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

令 和 2 年 度 協 力 法 人 一 覧（ 順 不 同 ） ㈱ シラコ ㈱安川 ㈱Olea
㈲清水屋 伊勢化学工業㈱ 細谷工業㈱ 日本天然ガス㈱ 房総プラント㈱
㈲白子加工 ㈱斎藤組 ㈱白神機械 ㈱ハイクオリティ ㈲サイトウ物産
㈲清水土木 ㈲東容製作所 医療法人社団広愛会 　しらかた歯科 円頓寺 ㈱アベクラ
㈱東京サンライズ ㈱森川製作所 ㈱工機マニュファクチャリング＆サービス白子物流センター ㈱コハラエンジニアリング ㈱渡辺興業
㈱昭和製作所 五興運輸(有) サンシャイン・白子㈱ 田辺自動車整備工場 俵屋電気工事㈱
長島歯科医院 農産物直売所　ひまわり パノラマ・ビュー白子管理組合法人 丸信工業㈱ ㈲プロスパーコーポレーション
㈲白子紙業 ㈲長生防災工業 ㈲幸治興業 ㈲坂本総業 ㈲ホテル ニューオーツカ
㈱大多和組 ㈱アステック 細谷接骨院 石井鉄工㈱ ㈱中村商店
セブンイレブン千葉白子店 社会福祉法人　優愛会 中澤金網㈱ ㈲梅澤石油 ㈲白子衛生
㈱みどり電機 ㈲上の台建設 安藤医院 石渡接骨院 医療法人社団　酒井医院
医療法人社団千慈会　大多和医院 医療法人社団雄恵会 三上クリニック カネイ産業㈱ ㈱川喜屋水産 ㈱新栄組
㈱カズサ ㈱片岡鋼材 ㈱ケイマシナリー ㈱まきのきてい グループホームゆうなぎ白子
佐藤石油㈱ サラダ館　白子店 四川・海鮮中華　大幸 白子歯科医院 白子郵便局
長生農協白子支所　 関郵便局 ファミリースーパーシノザキ ホワイトヴィレッジスタジオ 都工業㈲
㈲ 鶴岡道衛商店 ㈲オオタワファーム ㈲吉野商会 ㈲白潟モータース (有)藤機工
㈲ホテル東天光 ㈱ 新井製缶 ㈱川岸 山甚産業㈱ ㈲御園組
㈱いちごの花 ㈲シビルテクノ ㈱中屋總業 ㈲シライコーポレーション　しらい薬局白子店 岡澤産業㈱
㈱ユーオートサービス 関東ラス工業㈱ ㈲森川商店 ㈲若林石油 ラポールほのか
㈱丸岡興業 酒井歯科医院  白子水耕温室組合 房総信用組合 ㈱ハヤシ
十文字屋 長嶋自動車㈱  ㈲見付工務店 ㈱さくらマリン
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この広報紙は、赤い羽根共同募金によって発行されています。
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1,234,500 円

寄付金収入 30,800 円

経常経費補助金収入 37,501,711 円

受託金収入 29,604,365 円

その他の収入 3,614,099 円

前期末支払資金残高 5,470,922 円

令和2年度事業 報告・決算報告

白子町社会 福祉協議会

　貸出用の車椅
子対応車両が新
しくなりました。

社会福祉協議会会費は、地域の福祉活動を支えています。
　当協議会の事業は、皆様からの会費や寄付金などを財源に実施して
います。
　会員としてご協力いただき、会費を通してご支援くださいますよう、
お願いいたします。

1 戸あたり　500円

外出支援

会費収入

収入の部

ご利用を希望の方は社会福祉 協議会までお問合せください。

外出支援サービス事業
介助がないと公共交通機関を利用できない高齢者の方にむけ

て、町内や近隣市町村の医療機関等へ送迎を行っております。
対象の方は下記のとおりです。
⑴　65 歳以上の世帯員のみで構成されている世帯の方であり、　

公共交通機関を一人では利用できず次のいずれかに該当する
方

・介護保険制度の要支援・要介護認定を受けた方
・身体障害者手帳をお持ちの方
⑵　腎臓機能障害で通院により人工透析療法を受けており、家

族等による送迎ができない方

令和 2年度　募金額報告
募金方法 赤い羽根募金額 歳末たすけあい

募金額

戸別募金 1,234,500 円 494,200 円
街頭募金 5,512 円
法人募金 922,956 円
学校募金 29,839 円
職域募金 89,271 円 33,507 円
個人募金 10,000 円 0 円

その他の募金 19,353 円 1 円
合計 2,311,431 円 527,708 円

赤い羽根募金の 70％と歳末たすけあい募金の 100％が白子町で活用されます。
（赤い羽根募金の残りの 30％は市町村を越えた広域での活動や災害時の備えの
ためなどに使われています。）

ふれあいとささえあいのお手伝いをお願いします
～　給食サービス調理・配達ボランティアの募集　～

　白子町給食サービスボランティア
では、感染防止対策を行いながら月
２回お弁当の調理、お届けをしてお
り、お手伝いをして下さるボランテ
ィアを募集しています。
　ぜひご協力下さい。

１. 活動日程：月２回（基本第２・第４）金曜日
＊日程については、変更になる場合があります。

２. 活動時間：a. 調理ボランティア：午前８時 30 分～ 11 時 00 分
　　　　　　　b. 配達ボランティア：午前 11 時 00 分～ 11 時 40 分

３. 活動内容：a. 調理ボランティア：弁当調理・袋詰め・調理器具後片付け
　　　　　　　b. 配達ボランティア：弁当配達・安否確認

親子で白子町を綺麗な海岸に・・・親子で白子町を綺麗な海岸に・・・
「親子ボランティアの集い」「親子ボランティアの集い」をボランティア連絡協議会をボランティア連絡協議会

が開催しました。が開催しました。
当日は天候にも恵まれ海の風を感じながら親子で海岸清掃ボ当日は天候にも恵まれ海の風を感じながら親子で海岸清掃ボ

ランティアを行いました。ランティアを行いました。
海岸清掃をしたあとはスイカ割り！割ったスイカを頬張って海岸清掃をしたあとはスイカ割り！割ったスイカを頬張って

食べる子どもたちの笑顔が印象的でした。食べる子どもたちの笑顔が印象的でした。
ボランティア連絡協議会は様々なボランティア活動を行ってボランティア連絡協議会は様々なボランティア活動を行って

いる団体同士で情報交換したり、共に活動する仲間を募集している団体同士で情報交換したり、共に活動する仲間を募集して
います。います。

ご興味がある方はぜひ社会福祉協議会までご連絡ください。ご興味がある方はぜひ社会福祉協議会までご連絡ください。

収入合計　77,456,397 円

会費収入
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令和2年度事業 報告・決算報告

支出の部
　１． 地域福祉事業 995,407 円
 ・ボランティアセンター
 ・地区社会福祉協議会
 ・地域ぐるみ福祉振興基金
　２． 共同募金配分事業 2,568,308 円　　
　３． 相談事業 94,006 円
 ・心配ごと相談
 ・結婚相談
　４． 在宅福祉事業 5,596,892 円
 ・給食サービス
 ・介護用品支給
 ・外出支援
　５． 地域生活支援事業  532,775 円
 ・脳の若返り教室
　６． 受託事業 5,184,030 円
 ・福祉団体活動費交付
 ・ふれあい幸民館
 ・いきいき健口教室
 ・介護支援サポーター
 ・外出支援 
　７． 貸付事業 521,400 円
 ・生活援護資金貸付   
 ・生活福祉資金貸付
 ・臨時特例つなぎ資金貸付
 ・緊急小口資金特例貸付
　８． 日常生活自立支援事業 529,300 円
　９． 生活支援整備事業 1,964,118 円
10．地域包括支援センター 22,406,027 円
11．法人運営事業 31,555,924 円

　　　　　　　　支出合計　　71,948,187 円

白子町社会 福祉協議会

令和 2 年度は

コロナ禍でお弁

当の調理ができ

ませんでしたが、

感染防止対策を

し、毎月 2 回慰

問品をお届けし

ました。

給食サービス

令和 2年度赤い羽根共同募金の使われ方
※前年度の募金と当該年度の募金の一部が使われています。

介護用品整備事業…………………………………………… 220,800 円
関・南白亀・白潟地区社協活動助成……………………… 420,000 円
敬老祝賀事業……………………………………………………82,710 円
白子スマイルクラブ交流事業助成………………………… 100,000 円
災害ボランティア事業……………………………………… 594,312 円
広報事業……………………………………………………… 359,306 円
子育てサロン事業…………………………………………… 110,872 円
子育て支援補助事業……………………………………………20,000 円
低所得者の把握及び在宅福祉調査………………………… 132,600 円
ゆうあい訪問贈呈事業…………………………………………30,000 円
子育てサークル支援事業………………………………………20,000 円
障害児福祉団体支援事業………………………………………30,000 円
通信費……………………………………………………………… 708 円
翌年度使用分………………………………………………… 447,000 円
※詳しくは、Webサイト赤い羽根データベース「はねっと」でも掲載しています。

子育てサロン（子育てサロン（ママママ二二アアンン）のご案内）のご案内

開
　
　
催
　
　
日

10月26日㈫ ハッピーハロウィン ( ハロウィン衣装を着てきてね♥ )

★お菓子バックを作って、お菓子をもらいに散歩に出かけよう★

11月16日㈫　クリスマスリース作り

★楽しみなクリスマスまで１か月！さあ～クリスマスの準備をしよう★

12月21日㈫ クリスマス会（クリスマスの衣装を着て盛り上がろう♥）
★なんと！　とっても大きなサンタさん出現するよ～★

１月25日㈫ 親子で体を動かす遊びをしよう

★保育士さんと歌って踊って～♬色々、気軽に相談してみよう★　　　　　　　　

２月22日㈫ ミニがま口キーホルダー作り

★カバンにつけたら可愛いかも (^^ ♪★

３月15日㈫ 乳幼児応急処置　
★身近な物を使って、応急処置の仕方を学ぼう★

時　　間　午前９時 30 分～ 11 時 30 分　　
場　　所　関ふれあいセンター（関保育所隣り）
対 象 者　町内在住の就学前のお子さんとママさん等 　　　　
参加人数　先着９組まで ( 事前予約必要 )　　　　　
持 ち 物　各自必要なもの（飲物・おやつ・タオル等）
参 加 費　1 家族で１回　100 円 ( 保険代等含 )
※授乳室あります！地域の子育てボランティアがサポートします！
※お子様の身長・体重の測定会、　毎月「お誕生日会」開催中！

　新型コロナウ
イルス感染症拡
大防止のため中
止となることが
あります。

ご利用を希望の方は社会福祉 協議会までお問合せください。

外出支援サービス検証事業（らくらくタクシー）
買い物や通院など、高齢者の日常生活の利便性向上と社会参

加の促進を図るため、町内の送迎サービスを試験的に行ってお
ります。対象の方は下記のとおりです。

⑴　75 歳以上の単身世帯の方及び
　　75 歳以上の世帯員のみで構成
　　されている世帯の方
⑵　自動車の運転ができない方
⑶　家族等による送迎ができない方
⑷　一人で車の乗り降りができる方 目印はげんきくんマークの

ついたピンクのタクシー！

子育てサロンは、子育て中の親子が気軽に集い、交流できる場です。是非ご利用ください♡

共同募金配分事業



白子町社会福祉協議会ホームページをリニューアルしました。

明るい白子　年 3回（ 7/1・10/1・3/1 ）  4 ,300 部　発行

 生活支援コーディネーターの活動
社会福祉協議会には、白子町から指名された生活支援コーディ

ネーターを配置し、住みやすい地域づくりに取り組んでいます。
現在、次の取り組みを行っています。

●自治会による助け合いの体制づくり
●社会資源マップ（情報紙）の作成
●移動販売などの利便性の向上

住みやすい地域づくりに向けたご意見をお気軽にお寄せ下
さい。

 認知症初期集中支援チームにご相談を
支 援 内 容：認知症（疑い）がある人及びその家族のもとへ
訪問し、困りごとの相談を受け、一定期間集中的に支援します。
支援対象者：４０歳以上の在宅で生活している「認知症」又は

「認知症が疑われる」方で下記のいずれかに該当する方が対象
となります。

❶認知症の診断を受けていない。
❷継続的な医療サービスを受けていない。
❸適切な介護サービスに結びついていない。
❹介護サービスが中断している。
❺医療や介護サービスを利用していても、
　行動・心理症状が顕著なため対応に苦慮している。

結婚相談員の募集 心配ごと相談をご利用ください心配ごと相談をご利用ください

日常生活自立支援事業
生活支援員　募集

あなたが困っていること、実現してもらいたいこと、何でも結
構です。
民生委員、行政相談委員、人権擁護委員（第2水曜日のみ）が

ご相談に応じます。

●実施場所　白子町公民館
●実 施 日　毎週水曜日 午前中
　　　　　　（年末年始・休日を除く）
●利用方法　電話で相談の日にち・時間
　　　　　　を予約してください。

■地域で支援を必要としている方に、皆様のちょっとした空い
ている時間を役立ててみませんか。地域貢献できる方を募集
しています。

★生活支援員とは・・・・
　定期的に利用者宅を訪問し、預貯金の出し入れや様々な利用
代金の代行払いを行います。

★応募資格
■20歳以上、概ね７０歳未満の方
■ボランティア活動経験者等、福祉に関心があり良心的に社協
と協力して取り組める方
■原則として、平日月1回～週1回、1時間～1時間30分程度活
動可能な方
■生活支援員養成研修（半日）を受講できる方
■自家用車等で移動できる方

★賃　金
　1時間あたり１，０００円

結婚相談員を募集します。
結婚の仲人役に熱心なボランティアの応募をお
待ちします。
◆結婚相談員の仕事
・結婚に関する相談に応じ情報収集を行うこと
・結婚相談員どうしで情報交換を行うこと
・交際を働きかける等結婚支援を行うこと
◆募集数　6名（関・南白亀・白潟の各地区2名）
◆報　酬　無償（ボランティア）
◆申込又はお問合せ　10月15日（金）までにご連絡下さい。

日常生活自立支援事業とは・・・・
認知症や障がいなどのうち、判断能力が不十分な人が住み慣

れた自宅で自立した生活を送ることができるように、次のことを
定期的に訪問して援助を行います。

①福祉サービスの利用に関する相談などの援助
②利用料金等の代行払いや預貯金の出し入れの援助（今回募集
の業務）
③年金証書、預貯金通帳などの保管


