
町民総参加で地域まるごと幸せに。住民の皆さんとともに歩む。

勝央町老人クラブ
連合会長杯
囲碁ボール大会
決勝戦のようす
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社協です。
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夏のボランティア体験！！夏のボランティア体験！！

囲碁ボール大会開催！！囲碁ボール大会開催！！

今年も町内の福祉施設にご協力いただいて、町内外の中高生約１３０人の参加により、
７月中旬～８月下旬にかけて開催します。

このボランティア体験を通じて、社会福祉についての理解を深めると同時に、
さまざまな出会いの中から新しい発見や、

「ともに生きていく」視点について考える機会を提供いたします。

囲碁ボールって？
ざっくり言うと、五目ならべとゲートボールを組み合わせたニュースポーツです。

子どもから高齢者まで、誰でも楽しめます。

【ご協力施設（順不同・敬称略）】
勝央苑、あかり、デイサービス出雲乢、グループホームたいら金時、さとう記念病院老健、きずな、
勝間田保育園、植月保育園、吉野保育園、古吉野保育園、高取保育園、さとう記念病院、

勝央町社会福祉協議会

日　時：
場　所：
参加費：
チーム：

8月7日㈪ 9時～
福祉センター2階
一人500円
5～6人

全16～24チームで開催を予定し
ています。 詳細は、 後日ホームペ
ージに掲載します。

★参加者全員にお弁当・景品があります。

社会福祉法人 勝央町社会福祉協議会
http://www.shoo-shakyo.jp/
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社会福祉法人 勝央町社会福祉協議会

勝央町ファミリー・サポート・センター（生活援助型）
0868-38-2160　　080-6347-1097 担当：檜尾

ファミリー・サポート・センター

ファミサポは会員同士で助け合う
地域の助け合い活動です！

「ありがとう」「ありがとう」

会員
募集中
いつでも

登録できます。

勝央町ファミリー・サポート・センターは、高齢者や障がい者の
方等が地域の中で安心して暮らせるよう、簡単な家事等の援
助を行います。手助けをしたい人と手助けが必要な方がそれ
ぞれ会員となり、安心して地域で生活ができる環境を作ること
をお手伝いします。
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3



地域づくりについて
一緒に
考えてみませんか？

生活支援コーディネーター生活支援コーディネーター
がお手伝いします

地域で何か
役に立てることは
ないかなぁ 地域で

支え合いの活動を
してみたい

行事を開催しても
なかなか人が
集まらなくて…

高齢者が
気軽に集える
場所が欲しいなぁ

生活支援コーディネーターは、「地域支え合い推進員」とも呼ばれています。
誰もが住み慣れた地域で、自分らしく心豊かに暮らしていけるよう、

地域の支え合い活動の推進・調整役を担います。

勝央町社会福祉協議会には、２名（田村・治郎丸）の
生活支援コーディネーターがおります。
みなさまの集まりに積極的に伺いたいと思っていますので、
よろしくお願いします。

生活支援コーディネーターとは？

●

●

●

●

地域にある支え合い活動などのサービスの把握、
地域で求められる支援の調査を行います。
生活支援サービスを「見えるよう」「活用できるよ
う」情報を発信します。
支え合い活動の担い手となるボランティアの養成・
活動を支援します。
地域の支え合いのネットワークづくりに取り組みます。

生活支援コーディネーターの役割 地域での活動状況を把握する
ため、自治会、ふれあいの会、
老人クラブ、ＮＰＯ団体、ボラン
ティア団体、民間事業者等を訪
問し、情報収集も行っています。
ぜひ、情報をお寄せください。

ご協力お願いします

こんにちは！ 社協です。 ｜ vol.1 ｜
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い き い き
健康教室健康教室

日　　時／

対　　象／

利用料金／
内　　容／

毎週木曜日
①   9時30分～10時40分
② 10時10分～11時20分
基本チェックリストに該当した方
要支援1～2の方
1,000円 ※別途、教材費は実費
読み書き・計算の学習、レクリエーション、
体操（20分程度）、誕生日会、お楽しみ会 等

【お問い合わせ先】
社会福祉法人 勝央町社会福祉協議会

Tel. 0868-38-2160　Fax. 0868-38-2270
担当／田村・治郎丸

交流の場

介護予防 認知症予防

読み書き・学習読み書き・学習健康体操健康体操

｜ vol.1 ｜ こんにちは！ 社協です。
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平成28年度の実施事業
平成２８年度においても、勝央町社会福祉協議会の基本理念である

「町民の皆さんのご協力のもと、誰もが安心して暮らせるまちづくり」の実現を目指して、
各種事業に取り組みました。

法人運営事業

■主な事業（内容）
□理事会、評議員会等各種会議の開催
□会員増加運動の推進
□社協組織体制の強化

介護保険事業

■主な事業（内容）
□通所介護事業

収益事業

■主な事業（内容）
□葬儀用品等販売事業

受託事業

■主な事業
［勝央町からの受託事業］
□通所型介護予防事業
□配食サービス事業
□短期集中リハビリ教室送迎業務
□勝央町ファミリー・サポート・センター事業
［県社協からの受託事業］
□生活福祉資金貸付事業
□日常生活自立支援事業

地域福祉推進事業

■主な事業（内容）
□福祉講演会の開催
□福祉推進委員研修会の開催
□福祉用具等の貸し出し
□福祉レクリエーション講習会の開催
□ふれあいサロン活動の推進
□ボランティア協力校の指定
□夏のボランティア体験事業の実施
□老人クラブ連合会等各種団体事務局
□囲碁ボール大会の開催
□グラウンド・ゴルフ大会の開催
□福祉体験出前講座の開催

こんにちは！ 社協です。 ｜ vol.1 ｜
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平成28年度決算報告について
５月２６日理事会、６月１９日評議員会を開催し、

平成２８年度の事業報告、一般会計収支決算などが承認されました。
平成２８年度の決算については次の通りです。

一般会計　112,259,446円

介護保険事業収入
20,555,009円
（18.3%）

受託金収入
8,308,500円
（7.4%）

経常経費補助金収入
12,935,000円
（11.6%）前期末支払資金残高

57,032,882円
（50.8%）

事業収入
6,888,996円
（6.1%）

寄付金収入
3,583,400円
（3.2%）

会費収入
2,727,500円
（2.4%）

受取利息配当金収入
74,913円
（0.1%） その他の収入

153,246円
（0.1%）

収入

支出

人件費支出
34,253,742円
（30.5%）

当期末支払支出残高
54,453,498円
（48.5%）

事業費支出
7,017,526円
（6.3%）

事務費支出
4,020,637円
（3.6%）助成金支出

6,892,000円
（6.1%）その他の活動による支出

1,274,520円
（1.1%）

販売原価支出
4,028,179円
（3.6%）

積立資産支出
319,344円
（0.3%）
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社会福祉法人 勝央町社会福祉協議会
〒709-4334 岡山県勝田郡勝央町平242-1（勝央町総合保健福祉センター内）

Tel. 0868-38-2160　Fax. 0868-38-2270
Website. http://www.shoo-shakyo.jp/

発 行

勝央町社会福祉協議会
デイサービスセンター

★ご利用いただける方
６５歳以上、または４０～６４歳の方で、公的介護保険制度にて要支援 1・2、要介
護（１～ 5）と認定された方ならどなたでもご利用できます。     

★利用日と利用時間
●
●
●
●

●

毎週 月・火・水・金曜日
木・土・日曜日、国民の祝日、８月１３日～１５日、１２月２９日～１月３日
８時３０分～１７時１５分
９時１５分～１６時１５分（要介護の方）
１０時００分～１６時００分（要支援の方）
勝央町

営 業 日／
休　　日／
営業時間／
提供時間／

実施地域／

★見学・１日体験希望の方、大歓迎！！ 随時募集しています。
お気軽にご参加ください。 （１日体験料金／６００円 ※昼食・おやつ代含む）

この広報紙は赤い羽根共同募金の配分を受けて発行しております。


