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ゆうあい通信

　ゆうあいステーションでは、新型コロナウイルスの影響により、４月～５月末まで休館し
ておりましたが、６月２日より、施設の一部制限をしながら、段階的に再開いたしました。
　ゆうあいステーション入館時においても、ご利用の皆さま方には、マスク着用、手指消毒
などご協力をお願いするとともに、感染拡大防止策を講じ、安全にご利用いただくよう館運
営をしております。
　以前のような平穏を取り戻すまでは、皆さまが気を緩めることなく、このウイルスと共存
しながら、新しい生活様式を取り入れた日常は未だ続きそうです。
　一日でも早く、ゆうあいステーションが賑やかで楽しく過ごせる皆さまの交流・憩いの場
になるよう、今後とも皆さまのご協力をいただきながら運営してまいります。
（※なお、施設利用の詳細につきましては、状況に応じ変更等も生じる場合がございますの
で、当会ホームページ等にてご確認ください。）

入館カードへの記入（6月4日撮影）



2社協　総務課　☎（４８）３３７３／介護福祉課　☎（４８）６６３６／新庄事務所　☎（６９）９９０２

葛城市社会福祉協議会では、「福祉のまちづくり」を念頭におき、さまざまに変化、高度化する市民ニーズを敏感に
受け止め、孤立させず、地域が一体となって問題解決を目指せるように地域福祉を推進する中核的担い手として、
積極的に取り組みます。　

社協だより 第96号ゆうあい通信

令和２年度資金収支予算

収支予算総額　４億６,０８９万２千円

収入の部
会費収入 １２０万円 障害福祉サービス等事業収入 ７，３６２万６千円
寄附金収入 ２００万円 受取利息配当金収入 ２４０万１千円
経常経費補助金収入 ３，７１６万８千円 その他収入 ２０６万５千円
受託金収入 ８，９２６万８千円 基金積立資産取崩収入 ３，０６５万４千円
事業収入(指定管理運営収入等) ５，５３１万９千円 拠点区分間繰入金収入 ６０３万６千円
介護保険事業収入 １億１，９９６万８千円 サービス区分間繰入金収入 ３，８１７万２千円
就労支援事業収入 ３０１万５千円

支出の部
社協一般事業
◆法人運営事業 ３，２３７万９千円
　社会福祉協議会運営全般にかかる諸経費。
◆福祉活動事業 ３，３３４万２千円
社会福祉大会の開催やボランティアの活動支援、ゆうあい通信
の発行、地域福祉権利擁護事業などにかかる経費、ボランティ
ア団体に対する補助金、病没・交通遺児激励金、火災見舞金な
どの経費にも充てられます。

指定管理事業
◆福祉総合ステーション管理運営事業 １億２，７７４万円
一般浴場、温水プール、食堂、公園など各施設の維持管理及び
運営諸経費。

受託事業
◆生活支援体制整備事業 ８００万円
多様な生活支援・介護予防サービスの提供体制を構築するため
に行う、生活支援体制整備事業にかかる諸経費。
◆いきいきヘルスの集い事業 ３５６万４千円
健康教室や介護予防の普及・啓発を行う、いきいきヘルスの集い
事業にかかる諸経費。
◆ひとり暮らし高齢者配食サービス事業 １４０万８千円
ひとり暮らし高齢者へ栄養バランスの取れた弁当の調理・配達を
し、健康で自立した生活を支援するための諸経費。
◆誰でもできる水中運動教室事業 ６５万７千円
高齢者の生活機能の維持および向上を図ることを目的に開催す
る水中運動教室の講師謝礼や教室開催にかかる諸経費。
◆意思疎通支援事業 １１９万円
聴覚・言語機能・音声機能・その他の障がいのため、意思疎通
を図ることに支障がある人等に、その他の人との意思疎通を仲
介するための手話通訳者等を養成・派遣を行うための諸経費。
◆生活福祉資金貸付事業 ３０万円
生活福祉資金貸付事業事務経費（社会福祉法人奈良県社会福
祉協議会からの受託事業）。

その他の事業
◆福祉基金運営事業 ２，８７０万円
みなさまから寄せられた寄附金を福祉基金として積み立てます。
その利息は運用資金として社協のさまざまな事業に活用します。

◆介護事業所特定預金積立金運営事業 ６３５万４千円
介護保険事業および障害者総合支援事業での収益金を介護事
業特定預金として積み立てます。その利息は運用資金として活用
します。
◆退職基金運営事業 １，０３５万６千円
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に対して基金を積み
立てるなど社協職員に対する福利厚生事業。

介護保険事業
◆居宅介護支援事業 ４，２４４万４千円
要介護認定の申請や、ケアプラン作成などの事業運営にかかる
諸経費。
◆訪問介護事業 ３，９９８万３千円
介護保険で、要支援・要介護認定を受けた方のお宅へホームヘ
ルパーを派遣、家庭での介護や家事のお手伝い、身の回りのお
世話をする事業運営にかかる諸経費。
◆通所介護事業 ４，４４１万３千円
介護保険で要支援・要介護の認定を受けた方に送迎、入浴、食
事などのサービスを提供したり、日常生活に必要な介護やレクリ
エーションを兼ねた機能回復訓練などを行ったりする事業運営
にかかる諸経費。

障害者総合支援事業
◆相談支援事業 ９２２万円
障がい者（児）等からの相談に応じて必要な情報の提供や助言
等を行う事業運営にかかる諸経費。
◆居宅介護等事業 ５７０万円
身体・知的・精神に障がいがある方に、ホームヘルプサービスを
行う事業運営にかかる諸経費。
◆生活介護事業 ３，３２５万円
障がいのある方に、食事や排泄等の介護や、日常生活上の支援、
生産、創作活動の機会を提供する事業所の運営や、日常的に介
護している家族の一時的な休息等をしてもらうための事業運営に
かかる諸経費。
◆放課後等デイサービス事業 ３，１８９万２千円
障がいのあるお子さんに、社会との交流を図ることができるよ
う、身体及び精神の状況並びに環境に応じて適切かつ効果的な
指導及び訓練を行うための事業運営にかかる諸経費。



　新型コロナウイルスの影響により、サロンや地域の集まりの自粛が長期にわたり続いておりましたが、少しずつ
再開の便りを聞くようになりました♪
　葛城市社協では、自宅での介護・認知症予防、またサロンや地域活動再開に向けてのチラシ作成、そして再開
されるサロンへの職員派遣（カツシャキョ！）等々、バックアップ体制を整えております。
　そんな中、まだ、活動再開に至っていない地域や、再開に向けて思案されている方々のお役に立てるよう、今回
は、自宅でも取り組め、活動再開時にはみんなで楽しめる内容を紹介させていただきます！

Ａ～Ｄの中で、一筆書きで書けない図はどれ？
※鉛筆を紙から離さず、同じ線を２回なぞらないよ
う、１本の線で書いてください。

＜地域活動再開に向けて全力応援！＞

SCのつぶやき
（生活支援コーディネーター）

一筆書き脳トレ
右手は前に出してパー、左手は胸にあてグーの状態か
ら左右を入れ替えます。連続して行いながら、童謡など
の歌を歌ってみましょう♪

慣れてきたら、次は反対に。前がグー、胸がパーです。
同じく歌いながら始めると・・・あれれっ。
一気に難しくなりますが、諦めずに挑戦してください。

グーパー体操

キーワード「レンカ」ちゃん

生活支援コーディネーター
0745（48）3373（大山、田口）

【広報かつらぎ７月号：クロスワード回答】

※ 一筆書き脳トレ回答　→　Ｃ
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ン

③ ④

今回の問題以外にも、脳トレ問題や認知症予
防ゲーム、情報発信のチラシなどを公開してい
ます。介護予防や、地域活動にぜひお役立て下
さい。

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

どんぐり コロコロ

どんぐり
コロコロ

社協（しゃきょう）は社会福祉協議会の略称です。3 社協だより 第96号ゆうあい通信



ゆうあいステーション休館日のお知らせ（毎週月曜日、月曜日が祝日の時はその翌日）
７月/６日（月）・１３日（月）・２０日（月）・2７日（月）
８月/３日（月）・１１日（火）・１７日（月）・2４日（月）・３１日（月）
※新型コロナウイルスの拡大防止対策として各催しの中止や、臨時休館する場合があります。
　ご来館の前にお電話か社協ホームページでご確認ください。
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社協だより　ゆうあい通信 96号　令和2年7月１日発行（隔月発行）　編集・発行　社会福祉法人葛城市社会福祉協議会
   〒６３９-０２７３　奈良県葛城市染野７８９番地１　葛城市福祉総合ステーション「ゆうあいステーション」内
　ＴＥＬ　０７４５－４８－３３７３　ＦＡＸ　０７４５－４８－２８９０　ＵＲＬ　http://katsuragi-shakyo.jp/
　ブログ　http://ameblo.jp/katsu-syakyo　ツイッター　https://twitter.com/katsu_syakyo

手話奉仕員養成講座（入門課程）

個人向け緊急小口資金貸付（新型コロナウイルス感染症特例）のご案内

　聴覚障害の方の生活や関連する福祉制度などについて理解や認識
を深めるとともに、手話で日常生活の会話ができる程度の手話奉仕
員を養成することを目的に、つぎのとおり手話奉仕員養成講座を開
催します。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催延期となっていま
したが、定員に空きがありますので以下の通り追加募集します。
　興味のある方は、お気軽にお申し込みください。
　なお、この入門過程を修了された方は、次年度に開催される基礎
課程を引き続き受講していただくことができます。
　
　対 象 者 １８歳以上の市内在住、または在勤者
　開催場所 葛城市福祉総合ステーション（ゆうあいステーション）
　開催期間 令和２年９月　～　令和３年２月の毎週土曜日
 全２３回（１２月２６日・１月２日は除く）
 １０：００～１２：００
　受 講 料 無料（ただしテキスト代３，３００円は個人負担）
　募集定員 ２０名（応募人数が少ない場合は開講できないことが
 あります。）
　募集期限 ８月１４日（金）※定員になり次第締め切ります。
　申込み先 葛城市社会福祉協議会（ゆうあいステーション内）
 または社会福祉課（市役所）
　問い合せ 葛城市社会福祉協議会　総務課
 ☎ ４８－３３７３　ＦＡＸ ４８－２８９０
　※テキスト代（3,300円）を添えて申し込みください（やむを得

ず受講をキャンセルされる場合もテキスト代は返金できません
のでご了承ください）。

私は耳が聞こえません。会社へは電車
通勤でした。途中電車事故が起こった
時、放送はあるが何が起こったのかわ
かりません。そんな時、ちょっと誰か近
くの人に聞けたら良いのになあと思いま
す。最近は電車の中でも駅名の表示は
ありますね。便利になりました。もうひ
とつ、食事に行った時、店員さんがマス
クをしたままで話しかけられても私は聞
こえない為、無視したと勘違いされてし
まいます。店員さんが手話ができれば
一番良いのですが・・・。そんな時は
メニュー表とかタブレットがあれば指差
しで注文ができます。聞こえないから
コミュニケーションが取れないから
諦めるのではなく、いくらでも方法が
あります。聞こえない人たちへの理解が
世の中にもっと広まれば良いですね。

　葛城市聴力障害者協会　
　会長　岸本啓典

～手話を学ぼう、手話で話そう～
つながろう手話コラムつながろう手話コラム
～みんなにやさしく～

　葛城市社会福祉協議会では新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により生活資金でお悩みの
方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。
　また、ご相談や申請は、社会福祉協議会の事務所で対面だけでなく、郵送でも対応可能です。ご不明な点につ
きましては、葛城市社会福祉協議会までお問い合わせください。

◇貸付対象者 新型コロナウイルス感染症
の影響を受け、休業等によ
り収入の減少があり、緊急
かつ一時的な生活維持のた
めの貸付を必要とする世帯

◇貸付上限 ２０万円
◇据 置 期間 １年以内
◇償 還 期 限 ２年以内
◇貸 付 利子 無利子

問い合せ　総務課　☎４８－３３７３
　　　　　　　　（平日９：００～１７：００）

◇緊急小口資金等の特例貸付に関する周知動画
　①制度概要編　
　　 https://www.youtube.com/watch?v=LQN4db75jLU

　②申込書類の書き方編
　　 https://www.youtube.com/watch?v=mg1GsuOno90

　③提出前確認編
　　 https://www.youtube.com/watch?v=DrTTc2a0D0k　


