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花が咲き花が咲き
こんなに大きくなりました。こんなに大きくなりました。

テラスの畑でテラスの畑で

ジャガイモの植
え付け

ジャガイモの植
え付け

をしました。をしました。

大きくな～れ‼
大きくな～れ‼

健康体操健康体操

笑顔がいっぱいです笑顔がいっぱいです

4月4月

6月6月
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介護保険事業
128,678

事業間繰入金
12,512

県・町
受託金

32,389

県・町
補助金
28,247

貸付金1,000
その他の支出1,897

収入

人件費
153,200 

事業費
34,775

事業間繰出金
12,512

基金等積立金11,190
車両購入費 2,170

支出

事務費 2,105

基金等取崩金12,432

その他の収入
　　　946寄付金・会費 2,645

償還金1,000

令和３年度事業報告・収支決算の詳細はＨ・Ｐに掲載

～みんなでささえあう笑顔のまち～

　～住民の健康保持と
　　　安心生活のための中核として～
・包括的支援事業の推進
・地域における介護予防の取組みへの支援
・認知症支援体制の構築

　～ずっと住みたいと思う
　　　　　　まちづくりを目指して～
・日常生活圏域の中で生活を支える仕組みづくり
・自助·共助への支援体制づくり
・専門職によるサービスと住民主体の助け合い
　の連携拠点づくり

　～安心と安全・信頼の介護事業の推進～
・訪問介護総合事業及び訪問介護事業
・介護予防通所介護事業及び通所介護事業
・居宅介護支援事業

　～住み慣れた地域で
　いつまでも暮らせる環境づくりの推進～
・地域福祉活動の推進
・共同募金関係事業の推進（赤い羽根共同募
　金運動・歳末たすけあい運動）
・福祉バス運行の充実
・ボランティアセンターの運営
・ふれあい総合相談所の開設

介護予防と関係団体等との連携強化

日常生活圏域における個別的ケアの推進

介護サービス事業の推進

地域福祉の推進　

3

4

5

2

令和４年度  古殿町社会福祉協議会事業計画

 ～経営強化に向けた組織の基盤づくり～
・組織運営の効率化と活動基盤の強化
・社会福祉法人会計等法制に基づく適正な運営
・各般にわたる広報活動と情報の公開
・福祉関係団体との連携
・事業基金・国県等補助金の活用
・福祉人材の育成支援

法人経営の強化　1

令和４年度  予　　算　(218,849千円)
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〈利用時間〉月～土曜
　　　　　　8：45～17：00　　
 ※8/14～16、12/31～1/4
　　春分・秋分、敬老の日はお休みです

キッズスペース
授乳室やオムツ交換台もあり安心して遊べます(#^.^#)

　5月31日、大雨・台風による水害避難訓練を実施
しました。鮫川の氾濫を想定したアナウンスにも皆
さん落ち着いて行動して、いざという時の心構えが
できました。

防災訓練実施‼

お友達が
できました

遊びに
来てね～

親子で遊びながら、ママたち
との情報交換の場にもなってます。
お気軽にご利用ください♪
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介護保険サービスを
利用したいが、

手続きがわからない

オレオレ
詐欺かも…

介護で悩んでいる。
自分の体調もつらい…

認知症に
なった時の生活や、

財産管理が心配 一人暮らしの
親が心配だ

足腰が弱って
きたから、体操して
元気に過ごしたい

もの忘れが
気になる

近所の
高齢者が虐待や
暴力を受けて
いるかも…

こんな不安や困りごとはありませんか。

古殿町大字松川字横川99番地1　コスモス荘内

営業日　月曜日から土曜日まで（祝日除く）午前9時から午後5時
※土曜日は事前にご予約をいただき、相談に対応させていただきます。

古殿町地域包括支援センター　電話0247－53－4403

住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けたい

地域包括支援センター地域包括支援センター
　地域包括支援センターとは、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安
心して暮らしていけるように、介護・福祉・健康・保健・医療など、
様々な面から高齢者を支える「高齢者の総合相談窓口」です。古殿町
にお住まいの方からの相談はもちろん、遠方にいるご家族・近所の方
からの相談も受け付けしています。土曜日も職員が常駐しています。
お気軽に御相談ください。
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新職員紹介

異動職員紹介

　4月より古殿町社会福祉協議会事務局長を勤めております佐川孝佳と
申します。よろしくお願いいたします。
　古殿町地域福祉センターである、新しい「コスモス荘」が開所して１
年が経過しました。「コスモス荘」は、地域住民の福祉のニーズに応じ
た各種の福祉サービス、福祉情報の提供等を総合的に行い、住民の福祉
の増進及び福祉の総合的な推進を図るため、地域福祉の中核となる施設
です。
　ご存じのとおり町の高齢化率は40％を超え、全世帯約1,700世帯のう
ち約460世帯（約27％）が高齢者1人世帯と高齢者のみの世帯となって
おり、今後も高齢者世帯の割合は増加する見込みとなっています。　　　　　　　
　このような中、「コスモス荘」では土曜日の開所をはじめ、デイサー
ビス利用者の増加に努めているほか、配食サービスや傾聴事業などのボ
ランティア事業にも力を入れているところですが、これからは町全体で
高齢者を支えていく町づくりが、ますます重要になってくると認識して

います。
　皆さんの中でも、ボランティアに興味のある方は、ぜひご連絡を頂ければと思っております。
　今後とも「コスモス荘」としての役割を認識して、各種事業に取り組んでまいりたいと考えており
ますので、町民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

地域包括支援センター
保健師
緑川　　忍

　４月より地域包括支援センターに配属になりました保健師の緑川忍
と申します。
　私は生まれも育ちも古殿町です。町民の皆さんがいつまでも住み慣
れた地域で生活できるよう支援していきますので、困った事や心配事
などがあれば、お気軽にご相談下さい。よろしくお願いいたします。

福祉活動専門員
穂積　智美

ボランティア
コーディネーター
矢内  加奈子

サービス提供責任者
永瀬　真由美

介護員
金子　朋美

事務局 事務局
訪問介護

（ホームヘルプサービス）
通所介護

（デイサービス）
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令和3年度社協会員会費報告
　令和3年度の「社協会費」の納入に
ついて多くの皆様方にご理解とご協力
をいただき、心より御礼を申し上げま
す。皆様からお預かりした会費は有効
に活用させていただきます。
　令和4年度もご理解とご協力をお願い申し上げます。

一般会員会費　1,442件　 721,000円
法人会員会費　　  89件　 445,000円

　　合　計　   1,531件 1,166,000円

【開催場所】古殿町役場 3 階
【予約受付】古殿町社会福祉協議会  ☎ 53 ｰ 4394

8月2日㈫
10月4日㈫
12月6日㈫
令和5年
2月7日㈫

（10:00～12:00）

　　〃

　　〃

　　〃

ふれあい総合相談所のお知らせ

相談の方は予約が
必要です。

古殿町社会福祉協議会
ホームページ
http://
furusyakyo.webcraw.jp/

社協の活動事業報告や町内の福祉活動の取り組みなど情報を発信していきます。

古殿町社会福祉協議会「コスモス荘」公式

フェイスブック 古殿町社会福祉協議会　検索➡

はじめました

たくさんの「いいね 　」
お待ちしています。

皆様よりタオル・バスタオル、手作りゴミ箱、
紙オムツ、緑茶、水晶画、エアマット、簡易ト
イレ、シャワーチェアなどの寄付を頂きまし
た。

岡部恵美子様（鎌　田）
掛田　弥生様（田　口）
駒木根吉男様（下山上）
佐川　富克様（上松川）
本郷　清子様（鎌　田）
水野　貞子様（論　田）　　
矢内　シマ様（上山上）
渡邉イミヱ様（大久田）（上山上　小野節子様より）

小平　綱佳様（論　田）
窪木トシエ様（鎌　田）
相楽　説子様（論　田）
菅井　陽子様（竹　貫）
水野さち子様（下松川）
水野　丈子様（上松川）　　　
矢内眞知子様（上山上）
渡辺タツヨ様（論　田）

使わせていただきます使わせていただきます

ありがとうございました。ありがとうございました。

大切に

令和３年10月～令和4年5月末まで

きれいな寄せ植えきれいな寄せ植え
ありがとうございました。ありがとうございました。

　デイサービスの
おやつで提供した「柏パン」です。
　喉に詰まる心配のある方達にも、季節感を
味わってもらう為、ホットケーキミックスで
あんこを包み、柏の葉を巻き蒸しました。

デ
イ
サ

ービ
スのおやつ

デ
イ
サ

ービ
スのおやつ
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介護保険事業
128,678

事業間繰入金
12,512

県・町
受託金

32,389

県・町
補助金
28,247

貸付金1,000
その他の支出1,897

収入

人件費
153,200 

事業費
34,775

事業間繰出金
12,512

基金等積立金11,190
車両購入費 2,170

支出

事務費 2,105

基金等取崩金12,432

その他の収入
　　　946寄付金・会費 2,645

償還金1,000

赤十字奉仕団でゴミ拾いボランティアを行い赤十字奉仕団でゴミ拾いボランティアを行い
ましたました

　６月１３日、傾聴ボランティア「ふ　６月１３日、傾聴ボランティア「ふ
れあい」の定例会を開催しました。れあい」の定例会を開催しました。
傾聴を通し利用者さんのちょっとし傾聴を通し利用者さんのちょっとし
た変化にも気づいて下さり有意義なた変化にも気づいて下さり有意義な
定例会となりました。定例会となりました。
　今後も利用者さんに寄り添った傾　今後も利用者さんに寄り添った傾
聴を続けていきたいと思います。聴を続けていきたいと思います。

4月16日、少し肌寒い日でしたが桜を見な4月16日、少し肌寒い日でしたが桜を見な
がら道路わき、川沿い、憩いの森などをきがら道路わき、川沿い、憩いの森などをき
れいにしました。れいにしました。

ふれあい通信 令和４年７月
発 行

第36号

社会福祉法人古殿町社会福祉協議会ボランティアセンター

ふれあい定例会

古殿町赤十字奉仕団

桜並木でパチリ
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古殿町社会福祉協議会
ホームページ
http://
furusyakyo.webcraw.jp/

社協の活動事業報告や町内の福祉活動の取り組みなど情報を発信していきます。

古殿町社会福祉協議会「コスモス荘」公式

フェイスブック 古殿町社会福祉協議会　検索➡

はじめました

たくさんの「いいね 　」
お待ちしています。

ボランティア募集ボランティア募集
コスモス荘ではボランティアを募集コスモス荘ではボランティアを募集
しています！しています！

特に配食で運転して下さるボランティア特に配食で運転して下さるボランティア
さんが不足しています‼さんが不足しています‼
活動は月１～２回、木曜日。午後4時から1時間程度、お弁当を届けるボランティアです。
普通免許があれば、年齢：性別問わずどなたでもできるボランティアです。
配達補助の方は普通免許がなくても活動できます。

●配食サービスボランティア
コスモス荘で調理したお弁当をひとり暮らし高齢者・高齢夫婦世帯を対象に月３回
（木曜日）申込者のご自宅にお届けします。

●傾聴ボランティア「ふれあい」
ひとり暮らしをしている高齢者を対象に月１回、２人１組で自宅に訪問し、皆さんの
声に耳を傾け、お話相手になる活動をしています。

●折り紙ボランティア
折っていただいた作品を、配食でのお弁当のお品書きや、デイサービスでの展示に利
用させていただいています。利用者さんも毎回楽しみにしています。

こんなボランティアがやりたい！！こんなボランティアがやりたい！！
こんなボランティアがあったら助かる！！　こんなボランティアがあったら助かる！！　

の声も募集しています！！の声も募集しています！！

傾聴ボランティア、折り紙ボランティア随時募集しています。

興味のある方はお気軽にお問合せ下さい興味のある方はお気軽にお問合せ下さい

高齢になっても、独りになっても安心して
生活できる古殿町を一緒に作りましょう。

（TEL 53-4394　担当：矢内）


