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あなたのやさしさを善意の窓口へ―――

預託状況（５月１日～５月31日受付分）
あたたかい善意をありがとうございました

赤穂市善意銀行
マスコットキャラクター

ぜんい君 こころちゃん

●委任預託　 〈敬称略〉
住　　所 預　託　者 金　　額 預　託　内　容
高 野 匿 名 2,000 車椅子借用御礼
上 郡 町 三 上 　 芳 範 11,000 福祉のために
大 津 赤穂精華園保護者会 20,000 赤穂精華園祭バザー売上の一部を
塩 屋 匿 名 5,000 車椅子借用御礼
加 里 屋 匿 名 30,000 誕生日記念に
加 里 屋 匿 名 5,000 福祉機器借用御礼
尾 崎 村 上 　 順 照 30,000 亡母（ゑみ子）満中陰志

◎善意銀行受付窓口・・・赤穂市社会福祉協議会◎

　「支えあい　助けあう　こころつながる　やさしいまち
あこう」を基本理念とする平成25年度から平成29年度まで
の５年間の「地域福祉推進計画」に基づき、各関係機関と連
携しながら、みなさんと一緒に事業を展開しました。
　今回は、昨年度の取り組みと決算を報告します。

6 月 1日は善意の日
　赤穂市善意銀行は、市民のみなさんの善意を金銭や物品
でいただき、｢善意の橋渡しの場」として昭和38年赤穂市社
会福祉協議会に設立されました。
　寄せられた善意は、様々な福祉活動に活用することで、
市民のみなさんに還元されています。
　今後も善意銀行をよろしくお願いします。

平成 25年度　善意銀行報告
金銭預託金 （128 件） ４，８５２，２１５円
物品預託 （１件） ぞうきん等

赤穂市福祉のつどい 800
移送サービス 60
給食サービス 40
おもちゃライブラリー  60
ひとり親家庭サポート事業 30
女性・児童団体助成（１団体） 50
敬老事業 1,250
心身障がい者団体助成事業（３団体） 50

心障スポーツ振興助成費 50
被保護世帯等激励事業（小・中学
校修学旅行お小遣い助成） 457
福祉団体助成事業（３団体） 180
災害見舞金 20
福祉サービス利用援助事業 150
ボランティア養成事業 400
心配ごと相談所運営費 200

善意銀行払出金 （158 件） ３，７９７，０００円
( 単位：千円 )

基金積立金 １，０００，０００円

重点 地域の助けあいネットワークづくり
 ～パートナーサービスモデル事業～

　地域の誰もが抱えるちょっとした困りごとを近隣住民で
相互にカバーし合える関係づくりを地域で進めています。

　市内11自治会をモデル
指定し、月１回程度の会
合で、それぞれの地区の
実態にあわせたシステム
作りが話し合われていま
す。 ↑まずはマップ等を作成し、地

域を知るところから始まります。

新規 未婚の男女の出会いの場づくり
～出会いの広場事業～

　地域福祉推進計画策定に
あたって実施した地区別懇
談会で「若者が地域に住み
続けてくれない」「未婚者の
出会いの場がない」等の課
題が挙がり、未婚者の出会

いの場を提供し、赤穂に定住していただくことを目
標に、出会いの広場事業を実施しました。
（実績）　１回実施　男性15名、女性15名参加

重点 地域の情報を発信～機関紙広報発行～

　「社協だより臨時特集
号」を従来の年３回発行
から年４回発行へ拡充
し、適切な福祉情報の発
信を行いました。
　また、分かりやすく親しみやすいホームページと
するため、ホームページの全面リニューアルを行い、
定期的かつタイムリーな情報発信に努めました。

　スペースの都合上、報告した事業は一部です。
　詳しい事業報告は、ホームページ又は、社協事務所の窓口にて閲覧
いただけます。
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福祉の拠点をみんなで支えてください。

【個人】 長谷川紘一 材木　敏夫 山野　敏則 鳴神　義量 池田　正男 服部　洋子 橋本　清美 柏　日出男
 水守　正己 森田みよ子 佐藤　雅雄 中元　龍己 溝口　　將 丑田　洋二 米原　佳代 高見　幸恵
 兼本　  隆 岩﨑　文子 村下　龍彦 大田　秀美 佐方　武彦 有田　祥子 蒐場　洋子 穐本千津子
 後藤　利樹 三村　精治 中川　　博 中田　宣子 青木　洲平 出口　　卓 大黒　稔幸 中道　昭之
 清水　輝代 宮崎　早苗 中川　明己 稲田　啓子 山﨑　賢一 河上　俊之 磯本　歌見 松本十代子
 睦谷美恵子 山根寿美子 沼田　貴代 後藤　和子 中村　文代 小島由美子 久須　　暉 山谷　信光
 陰山　節子 山下　康子 伊達美代子 大林　幸代 潮海　忠生 西側　禎男 久須　律子 中村　孝司
 虎津　禎一 真殿　澄江 髙力　久枝 向濱　洋子 米野　征也 魚本美智子 涌元　雅代 山﨑　悦男
 大西　則子 西﨑　　要 柳内　和代 三木　保子 鵜崎タエ子 守部　悦子 千年屋正子 竹谷　政弘
 木村　音彦 沖　　照幸 小椋　康博 高木より子 原田　敏昭 寺内　一成 前本美奈子 桐谷　宙佳
 深澤すみ子 松田　利一 柏木　多聞 小林　幸子 匿名14名
【法人】 ふれあいスポーツ赤穂 一華会  赤穂市婦人共励会 赤穂市遺族会
 （医）千水会赤穂仁泉病院 石川眼科  演芸サークル東友会 MOAひまわり会
 あこう傾聴の会  あきた歯科  ヘルシーガーデン キムラカメラスタジオ
 亀井第二歯科医院 是兼モータース㈱ ㈱関工務店  中田第二歯科医院
 三協防災㈱  オアシス  かたろう会  ボランティア協会
 米谷歯科医院  姫路信用金庫赤穂支店 生そば更科  播州信用金庫赤穂支店
 日生信用金庫赤穂支店 ㈲みなと保険企画 千種建設㈱  三木内科
 ㈱三木組  ㈱赤松工業  ㈱亀井産業  松本クリニック
 ㈱やまざき  ㈲寒川商店  赤穂点灯会  ㈲西備建材店

・一般会員　１口　500円・賛助会員　１口　2,000円・法人会員　１口　5,000円

賛助会費 ありがとうございました　〈敬称略〉

匿名の方々からもご協力をいただきました。

収入　259,715,333円

■経常活動資金収支決算（一般会計）

支出　236,264,697円

（単位：円）

居宅介護等事業
120,048,318
(50.8%)

法人運営費
43,057,566
(18.2%)

自立支援事業
30,461,692
(12.9%)

介護保険収入
126,494,368
(48.7%)

自立支援費等収入
41,218,580
（15.9%）

補助金収入
23,634,311
(9.1%)

受託金収入
20,955,510(8.1%)

共同募金配分金
19,504,000(8.3%)

共同募金配分金収入
19,504,000(7.5%)

福祉活動推進事業
13,642,150(5.8%)その他収入

27,908,564
(10.7%)

善意銀行運営費
3,810,580(1.6%)

その他支出
5,740,391(2.4%)

【収入説明】

介護保険収入
訪問介護事業・訪問入浴介護事業・居宅介
護支援事業・通所介護事業の介護報酬及び
利用者負担金

自 立 支 援
費 等 収 入

障がい者（児）へのホームヘルパーの派遣に
よる介護報酬、利用者負担金

補助金収入 市からの補助金

受託金収入
市から委託されている総合福祉会館管理費や
福祉用具貸与事業・視覚障がい者支援事業等
のほか、県社協からの福祉サービス利用援助
事業や生活福祉資金貸付制度の受託金

共 同 募 金
配分金収入

赤い羽根共同募金配分金と歳末たすけあい
募金配分金

その他収入 会費収入、寄付金収入、利用者・講座等参
加者負担金収入 等

【支出説明】
居宅介護等
事 業

訪問介護事業・訪問入浴介護事業・居宅介
護支援事業・通所介護事業の運営費

法人運営費 理事会・評議員会の開催、機関紙発行、福祉の
つどい・市民福祉講座、事務局職員人件費 等

自立支援事業 障がい者（児）へのホームヘルプ事業の運営費

共 同 募 金
配分金事業

小地域福祉推進事業、ふれあいいきいきサ
ロン支援、パートナーサービスモデル事業、
三世代交流もちつき大会 等

福 祉 活 動
推 進 事 業

給食サービス事業、移送サービス事業、敬
老事業、おもちゃライブラリー、心身障が
い者（児）激励事業 等

善 意 銀 行
運 営 事 業

一般払出金（善意の日記念払出、被保護世帯
等激励事業） 等

その他支出 ボランティアセンター活動事業、資金貸付
事業 等

平成25年度　決算報告
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　心配ごと相談所は、日常生活で困っていること、悩
んでいることについて誰でも相談できるところです。
　相談内容が外部に漏れることは一切ありませんの
で、安心してご相談ください。
　費用は無料となっております。
　相談のご予約・お問い合わせは社協まで。
【一般相談】
　６月11日（水）、６月18日（水）
　７月２日（水）、７月９日（水）
【弁護士相談】（要予約）
　６月25日（水）　※６月のみ第４水曜
【カウンセラーによるこころの相談】（要予約）
　６月18日（水）、７月２日（水）
※時間はいずれも午後１時～５時までです。
※ 費用は無料です。相談のご予約・お問い合わせは
社協まで。

心配ごと相談所のご案内
（６月11日～７月９日まで）

参加者募集 !!　ひとり親家庭ふれあい事業
『フェリーで行く！！うどん学校と新屋島水族館 in香川の旅！！』
　家族のふれあいや仲間同士のつながりを感じなが
ら、みんなで楽しい夏休みの思い出をつくりません
か？？
●日　　程　 ８月９日（土） 午前８時赤穂出発～午

後６時帰着（予定）
●行　　先　 中野うどん学校（うどん作り）・新屋島

水族館（ともに高松市）
●参加対象　 市内在住のひとり親家庭で親子で参加

できる方
●定　　員　40名
●参 加 費　大人：1,800円　子ども：1,200円
●申込方法　 ７月７日（月）～ 11日（金） 午前８時30

分～午後５時30分に電話もしくはご来
館いただき申し込みください。

※他の家族の代理申込はできません。
※申込者多数の場合は抽選となります。

●日時　７月５日（土）、６日（日）
　午前９時～午後５時
●場所　総合福祉会館 ３階集会室
●展示会当日の特典
・花嫁衣裳 ・・・・・・・・２割引
・その他貸衣裳 ・・・・・・１割引
・花嫁衣裳ご契約の方
 ・・・記念品プレゼント
・来場の方 ・・・・粗品プレゼント
※新郎・新婦衣裳写真撮りのみの場合
※振袖写真撮りのみの場合
　いずれも３割引（写真店での撮影に限る）
●問い合わせ　社会福祉協議会（貸衣裳室）
 ☎４２・１３９７
貸衣裳の収益金は地域福祉を高めるための貴重な財
源となっています。

貸衣裳展示会
〔処分市同時開催〕

～おもちゃライブラリー～
「ポーセラーツ教室」参加者募集！
　おもちゃライブラリーでは、小さなお子様でも楽
しんで作れる「ポーセラーツ教室」を開催します。
　シール感覚で使える転写紙を使用し、世界に一つ
のマグカップづくりをやってみませんか？
　夏休みの工作にもどうぞ♪
●と　　き　７月19日（土） 午前10時～正午
●と こ ろ　総合福祉会館 ２階研修室
●参 加 費　550円（材料代、保険代）
●定　　員　30名（定員になり次第締め切ります）
●受付方法　６月18日（水）より受付開始《電話可》
●申 込 先　社会福祉協議会　☎４２・１３９７
※ 小学３年生以下の方は保護者の
方と一緒にご参加ください。
※ 焼き上がりまで１週間程度かか
ります。出来上がったら福祉会
館まで取りに来てください。

第30回　市民福祉講座　 テーマ　「一人ひとりが輝いて生きる」

《第１回》７月19日（土）
 午後１時30分～３時30分
　『私と介護保険』
 ―介護保険の過去・現在・未来―
　淑徳大学社会福祉学部　教授
 結城　康博 氏

《第２回》７月26日（土）
 午後１時30分～３時30分
　『住み慣れた地域で長く暮らしたい』
 ―地域福祉活動と福祉教育の協働―
　日本福祉大学学長補佐　教授
 原田　正樹 氏

《第３回》８月３日（日）
 午後１時30分～３時30分
　『助けられ上手・助け上手の人づくり』
　―超高齢社会を生き抜くために―
　住民流福祉総合研究所　所長
 木原　孝久 氏

●場　所　総合福祉会館 ３階集会室
●受講料　1,000円（３回シリーズ）
※ 参加券は、社協、公民館、市社会福祉課、関西福
祉大学で７月15日（火）まで発売中です。
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