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第40回　宮崎県さんさんクラブ大会 平成29年度　高原・後川内中学校合同福祉体験学習

成29年度高原町老人クラブ　ゲート・グラウンド・四半的大平成29年度　西諸赤十字奉仕団交流研修会

平成29年度　小林市・えびの市・高原町遺族会研修 福岡県朝倉市　ボランティア活動
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　　平成29年8月17日に本社会福祉協議会の会長.副会長に就任いたしました。

　思いやりと温もりのある社会福祉の充実をはかるため、微力では

　ございますが専心努力いたします。

　　町民皆様のご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
会長　南　伊三造 副会長　大迫　典子

　８月21日（月）ほほえみ館　食生活改善室・多目的室にて、小林市・えびの市・高原町赤十字奉仕団

合同研修が行われました。災害時を想定した炊き出し訓練、また風呂敷を使った救急包帯法等を学び、

何かあった時の対応について学び合いました。

　９月9日（土）皇子原健康村にて小林市・えびの市・高原町遺族会研修が行われました。講演に宮崎県

遺族連合会会長　藤安澄夫様をお呼びし、今後の遺族会の展望及び孫の会設立に伴う後継者問題について

ご講義いただきました。

会長.副会長あいさつ
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　７月20日（木）に実施された老人クラブの夏季スポーツ大会です。毎年この時期に県で行われる

さんさんクラブ宮崎スポーツ大会の選手選考会も兼ねて、「健康づくり」の一環として開催されます。

　健康・友愛・奉仕の心を信条に日々クラブ活動に励んでおり、また町の地域活動・行事等にも積極的に

参加され、今後ますますの活躍が期待されます。

者場出ルーボトーゲ者場出フルゴドンウラグ

　8月29日（火）宮崎市民文化ホールにて第40回宮崎県さんさんクラブ大会が行われました。

高原町から老人クラブ役員永年勤続功労者に前田佐智子様、復活クラブに下後川内老人クラブ・　

越老人クラブの2ヵ所が受賞されました。

内村　正行 松元　宗雄 入佐　重男 中園　一俊
原田　重夫 村原　澄子 重信　律子 丸山　憲章

高原　①チーム 高原　②チーム 高原　③チーム 越老人クラブ

宮田　敏寛 鈴木　英治 下東　熊雄 宇都　禮子

齋藤袈裟法 堤田　秋治 諸井洋一郎 永峰テルノ
岡元タエ子 勝吉　守本 入佐　睦子 田口　浩子
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子様るいでん運を砂土の下床子様の付受ータンセアィテンラボ

床下と外の土を除くことで、風が通り木の腐敗を防ぎます 女性の方々も頑張っていました！

　 　8月31日（木）福岡県朝倉市へ、日帰りボランティアに行きました。事前に町内にボランティアを募った

ところ25名の方々の参加があり、朝から昼過ぎにかけて活動をしていただきました。受け入れ先の方より、

「今日一日で終わるとは思いませんでした。本当にありがとうございました」とのお声をいただきました。

　７月19日（水）高原中学校にて高原・後川内中学校合同福祉体験学習を行いました。事前学習にて

身近な福祉に気づきと理解を深め、体験学習を通すことで振り返りが出来きます。互いに声を掛け合い

また、人に対する目配り・気配り・心配りが出来るようになりました。
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平成２８年度社会福祉事業収支決算書 詳細については、高原町社会福祉協議会の

　　　　　　　　　　　　（各事業合算額） 掲示板に掲示しております。

[収　入]

[支　出]

平成２８年度社会福祉事業事業報告

。催開の祭霊慰同合者没戦町原高　　　回５　　催開の会事理①　　

００：２１～００：０１）土（日５月１１年８２成平　：　日 　期　　　回４　　催開の会員議評②　　

ルーホ武神　館みえほほ　：　所 　場　　　　動運強増員会協社③　　

　　　　一般会員　　３，１３１世帯　　６２６，２００円 　　　参列者　：　１３０名

　　　　賛助会員　　　　　９２件　　　　　９２，０００円 　　　内　 容　：　英霊顕彰（参列者全員による献花、奉納舞踊）

　　④社会福祉団体活動支援

　　　　・老人クラブ連合会

。施実の会大祉福合総町原高　　　会協祉福者害障体身・　　　　

００：２１～００：９）火（日２２月１１年８２成平　：　日 　期　　　会議協祉福婦寡子母・　　　　

ルーホ武神　館みえほほ　：　所 　場　　　会助協族遺・　　　　

名０５３　：　者加参　　　団仕奉字十赤・　　　　

育保明光、児園稚幼照遍、彰顕者労功祉福　：　容 　内　　会議協絡連アィテンラボ・　　　　

講女魔美レプスコ、隊鼓や応対組るよに児　　　　　　　　　業事舞見災火⑤　　 演

　　　　火災被罹災家庭に対して寝具一式を支給する事業。 　　　　　　　　　　キャサリンによる講演

　　　　２８年度　３件

　　　貸付世帯数　　２４件

3．地域福祉活動推進事業

4．生活福祉資金貸付事業

合　　　　計 160,503,144 152,848,162 7,654,982

1.法人運営事業 2．戦没者慰霊祭事業

支　出　合　計 152,848,162

単位　：　円
区　　　　分 収　入　決　算 支　出　決　算 収　支　差　額

事業費支出 13,222,647

事務費支出 13,328,287

その他の支出 7,468,732

その他の収入 27,791,194

収　入　合　計 160,503,144

単位　：　円

人件費支出 118,828,496

前期末支払資金残高 12,411,142

介護保険収入 9,648,247

保育所事業収入 74,887,232

障害福祉サービス事業収入 5,546,870

単位　：　円

会費・寄付金収入 2,034,515

補助金収入 22,893,127

受託金収入 5,290,817

会費・寄付

金収入

1%
補助金収入

14%

受託金収入

3％

介護保険収

入 6％

保育所事業

収入

47%

障害福祉

サービス事

業 4%

その他の収

入 17%

前期末支払

資金残高

8%

人件費支出

78%

事業費支出

8%

事務費支出

9%

その他の支

出 5%
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動活日のアィテンラボ斉一下県①　　　金分配金募般一①　　　

　　　　　愛の連絡員（見守り活動者）　２４９件 　　　期 　日　：　平成２８年８月２８日（日）７：００～９：００

　　　　　一人暮らし高齢者世帯　　　　３９２件 　　　場　 所　：　高原町内国道、県道、町道など

名０１１約　：　者加参　　　金分配いあけすた末歳②　　　

動活い拾ミゴ　：　容 　内　　　）民町（名８５１　　分配設施祉福・　　　　

　　　　・在宅福祉配分　　２９７件（町民）

　　　②災害ボランティアセンターサポーター研修会

　　　期 　日　：　平成２９年１月２８日（土）９：３０～１２：００

室修研中　館みえほほ　：　所 　場　　　所談相律法料無、、談相活生民町　　　

　　　　町民生活相談を第１、第３水曜日、無料法律相談を 　　　参加者　：　約７０名

会修研ーターポサータンセアィテンラボ害災　：　容 　内　　　。設開に日曜火３第月数偶　　　　

　　　　開設日延べ　２９日　　相談件数　１６件

　　　　ふれあいいきいきサロン活動

　　　　実施日　毎月第３火曜日　９：００～１２：００ 　　　本人や家族の意見・要望に応じてその状態に合った適

　　切なサービスを受けられるように介護サービス計画を作

　　　成した。　　　延べ件数　　３２件

　　　貸付世帯数　　１３件

　　　①訪問介護事業

　　　社会福祉に要する経費に充てるため、社会福祉基金 　　　　介護の必要な利用者の家庭を訪問介護員が訪問し、

　　　への積立を行った。　　８００，０００円 　　　　　家事援助や身体介護を実施した。

　延べ利用者数　　１３３名　　　延べ実施回数　１，５２６回

　　　②介護予防訪問介護事業

け受が援支の域地や族家居同を助援のへ援支立自　　　　名６　　数者用利　　　

　　　　られない場合に訪問介護員によるｻｰﾋﾞｽを実施した。

　延べ利用者数　　１８２名　　　延べ実施回数　１，１０６回

　　　高齢者の豊かな能力と技術を生かした民芸品の生産

　　　活動の場、並びに若者への技術の伝承を通して、親睦

　　　を図り生きがいのある生活を過ごすことを目的とし、そ 　　　訪問入浴車により訪問介護員３名にて居宅訪問し入浴

　。たし施実を　　　。たっ図を進推の　　　

回９５　数回施実べ延　　　名３２　　数者用利べ延　　　　　

　　　障がいのある人が自立した日常生活又は社会生活を

　　　営むことができるよう日常生活を支え、抱える課題の 　　　在宅高齢者の軽度生活援助を実施した。

　　　解決や適切なサービス利用に向けて支援を行った。 　　　延べ利用者数　　８５名　　　延べ実施回数　４３８回

　　　利用者数　　8名

　　　在宅障がい者に対して家事援助や身体介助を実施した。

　　　高齢者世帯等の生活の向上を図ることを目的とし、 　　　延べ利用者数　　６３名　　　延べ実施回数　１，６１２回

　　　寝具洗濯乾燥消毒サービスを実施した。

　　　・寝たきり高齢者世帯　　　　　６件（６月２３日実施）

　　　・二人暮らし高齢者世帯　　　７５件（６月２３日実施） 　　　地域との連携を深め、乳幼児の健やかな発達をサポ

　　　・一人暮らし高齢者世帯　　　５１件（８月１７日実施） 　　　ートすると共に、安心して子どもを預けられ気軽に相談

　　　できる環境作りを行った。（公立保育所３園）

合　　計 ７７名 ７６名

広原保育所 ４０名 ３２名

後川内保育所 １３名 １８名

H28.3　園児数 H29.3　園児数

狭野保育所 ２４名 ２６名

１０．高齢者工芸センター管理受託事業

18．軽度生活援助事業

11.相談支援事業

19．障害福祉サービス事業

20．保育所事業

12．寝具洗濯乾燥消毒サービス事業

７．助け合い資金事業

16．訪問介護事業

8．福祉事業積立事業

9．日常生活自立支援事業

17．訪問入浴介護事業

5．共同募金配分金事業 13．ボランティアセンター支援事業

6．地域福祉等推進特別支援事業

15.居宅介護支援事業
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平成２９年度社会福祉事業予算 詳細については、高原町社会福祉協議会の

　　　　　　　　　　　（各事業合算額） 掲示板に掲示しております。

【収　入】

　　　単位　：　千円

【支　出】
　　　単位　：　千円

平成２９年度社会福祉事業計画

在宅福祉サービスに係る事業
法人運営に係る事業 ・ （介護予防）訪問介護事業

業事護介浴入問訪）防予護介（・会員議評、会事理・
業事助援活生度軽・動運入加員会協社・

・ 職員資 ・修研の上向質 障害福祉サービス事業
・ 高齢者工芸センター管理運営（町受託） ・ 居宅介護支援事業
・ 社会福祉団体活動支援
（老人クラブ、身障協会、母子寡婦福祉
　協議会、遺族会、赤十字奉仕団、ボラ 保育所に係る事業

営運の所育保野狭・）協連アィテン　
・ 火災見舞 営運の所育保原広・業事

・ 後川内保育所の運営

地域福祉活動推進に係る事業
・ 戦没者合同慰霊祭事業 ・ 社協広報誌発行 ・ 助け合い資金貸付事業
・ 総合福祉大会の開催 ・ 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業 ・ 日常生活自立支援事業
・ 生活福祉資金貸付事業 （町受託） ・ 相談支援事業
・ 共同募金配分金事業 ・ ボランティアセンター事業 ・ 災害時対応積立基金事業
・ 愛の連絡員事業 ボランティアに関する活動の相談、 ・ 福祉施設等整備助成
　一人暮らし高齢者見守り活動 支援情報提供、ボランティア連協 積立基金事業

携連のと業事談相合総・
　町民生活相談、無料法律相談 ・ 災害支援体制強化活動

・ ふれあいいきいきサロン 災害研修、災害ボランティアセンター

合　　　　計 183,925 183,925 0

その他の支出 41,096

支出予算合計 183,925

　　　単位　：　千円
区　　　　分 収入予算 支出予算 収　支　差　額

人件費支出 110,677

事業費支出 15,322

事務費支出 16,830

障害福祉サービス事業収入 5,933

その他の収入 39,603

収入予算合計 183,925

受託金収入 6,218

介護保険収入 14,790

保育所事業収入 85,000

会費・寄付金収入 2,220

補助金収入 30,161

会費・寄付

金収入

1% 補助金収入

17%

受託金収入

3%

介護保険収

入

8%

保育所事業

収入

46%

障害福祉

サービス事

業収入3%

その他の収

入 22%

人件費支出

60%

事業費支出

8%

事務費支出

9%

その他の支

出23%
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　　７月30日（日）忠霊塔祭殿ｓにて剪定作業を行いました。参加者は遺族会・自衛隊家族会・隊友会の

　皆さまで、毎年夏・秋の2回実施しています。戦没者の御霊を慰めると共に忠霊塔の環境美化のために

　長年続けている活動です。

　　公立三保育園　園児たちによる運動会が開催されました。日頃の練習の成果を十分に発揮し、一生懸命

　頑張る姿にご家族の方から大声援が上がっていました。

ひとりで悩まずお気軽に相談してみませんか？

　

弁護士による法律的な解釈・対応をして なんでも悩みごとがありましたら

。いさ下談相ごに軽気お。すまりおていだたい

※予約制ですので社協（42-2230）まで☎を。 ※民生委員さん2名で対応いたします。

◆場　　　所　高原町総合保健福祉センター ◆場　　　所　高原町総合保健福祉センター

内館みえほほ　　　　　　　　　内館みえほほ　　　　　　　　　
◆相談時間　13：30　～　16：30 ◆相談時間　9：00　～　12：00

法　律　相　談（無料）
偶数月第３火曜日（祝祭日は除く）

町民生活相談（無料）
毎月第1・3水曜日（祝祭日は除く）

平成29年９月16日　狭野保育園 平成29年9月2日　広原保育園 平成29年9月3日　後川内保育園

社 協 情 報


