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10月１日からスタートし
た赤い羽根共同募金運動に、
新庄中学校、白鳳中学校のそ
れぞれの生徒会の皆さまが中
心となり、募金活動にご協力
していただきました。

白鳳中学校

今回、各中学校に募金活動
への取り組み方法や募金につ
いての思いを聴かせていただ
きました。
インタビューの様子は、次
回、ゆうあい通信104号に掲
載させていただきます。
ご協力いただきありがとう
ございました。

新庄中学校

フードドライブへのご協力ありがとうございました。

當麻小学校ＰＴＡの皆さまが、コロナ禍のなかでできることとして、地域のつ
ながりを大事にできる「フードドライブ」の活動に取り組まれました。児童の保
護者をはじめとし、多くの方々からたくさんの食品が寄せられ、葛城市社協へご
寄付いただきました。
ＰＴＡ会長から「校区地域でできることをできる時に、そしてできるだけを少
しずつ保護者の皆さまに協力してもらい、地域の社会貢献につながったことを幸
いに思います。」との思いを話していただきました。
お寄せいただきました食品は、新型コロナウイルスの影響で生活が困窮された
方々などの食料を必要とする世帯に配布し、有効活用させていただきます。あり
がとうございました。
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令和２年度
●広報活動
広報誌【ゆうあい通信】を年６回発行
●福祉基金
寄付金 10件 945,000円
●葛城市福祉総合ステーションの指定管理事業
○施設利用状況
利用者数 浴室24,815名 プール8,630名
○水泳教室参加状況
開催回数462回
参加人数 延6,435名
※新型コロナ感染症予防対策として令和２年４月
１日から５月31日まで休館し、６月１日以降
も営業時間短縮及び一部施設利用を制限して運
営しました。
●福祉推進事業
○ふれあい・いきいきサロン助成事業
助成件数 21団体
○病没家庭児童・交通遺児等激励金支給事業
支給件数１世帯
○火災見舞金交付事業
交付件数１世帯
○『人権・行政・心配ごと相談』の開設
相談件数47件
○世代間交流会
開催回数４回
○日常生活用具貸出事業
貸出件数110点
●ひとり暮らし高齢者配食サービス事業
実施回数 10回
提供者数 延534名
●誰でもできる水中運動教室事業
開催回数 16回
参加者数 延241名
●法人後見準備事業
保佐受任件数 １件
●生活福祉資金貸付事業
◯相談件数
延592名（相談のみ含む）
◯福祉資金貸付
◦緊急小口資金
２件
◯新型コロナウイルス特例貸付
◦緊急小口資金
180件
◦総合支援資金
251件

収入決算額

375,747,169円

科
目
会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
施設整備等補助金収入
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
前期末支払資金残高

金額（円）
821,000
945,000
34,642,666
91,177,387
16,415,300
100,248,875
487,530
59,737,918
874,661
6,091,236
2,839,030
25,000,000
19,500,000
16,966,566

差引き
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事業・決算報告
● 居宅介護支援事業
○介護保険申請代行及び介護保険申請者の訪問調
査 (10件 )
○ケアプラン作成 2,200件
●訪問介護（第１号訪問）事業
◯訪問介護（第１号訪問）事業
要介護認定者 延486名
利用回数
延7,696回
要支援認定者 延392名
利用回数
延2,158回
◯在宅福祉サービス事業
利用者 延２名 利用回数 延13回
●地域密着型通所介護（第１号通所）事業
◯地域密着型通所介護（第１号通所）事業
要介護認定者 延283名
利用回数
延3,204回
要支援認定者 延101名
利用回数
延734回
●相談支援事業
○障害支援区分認定調査 12件
◯障害福祉サービス等の利用計画作成 延218件
◯障害者相談支援事業 延98名、延611件
●居宅介護等事業
◯居宅介護事業
利用者数 延179名
利用回数 延1,067回
◯同行援護事業
利用者数 延24名
利用回数 延229回
◯移動支援事業
利用者数 延39名
利用回数 延87回
●生活介護事業
◯生活介護事業
利用者数 延150名
利用回数 延2,388回
◯日中一時支援事業
利用者数 延32名
利用回数 延79回
●放課後等デイサービス事業
◯放課後等デイサービス事業
利用者数 延283名
利用回数 延1,938回

支出決算額

356,567,560円

科
目
法人運営事業
福祉活動事業
福祉総合ステーション管理運営事業
生活支援体制整備事業
配食サービス事業
水中運動教室事業
意思疎通支援事業
生活福祉資金貸付事業
居宅介護支援事業
訪問介護事業
通所介護事業
相談支援事業
居宅介護等事業
生活介護事業
放課後等デイサービス事業
福祉基金運営事業
介護事業所特定預金積立金運営事業
退職基金運営事業
臨時特例つなぎ資金事業

金額（円）
29,524,445
29,885,562
100,082,545
7,556,000
800,187
329,000
1,189,200
3,270,000
37,934,709
30,814,436
37,123,495
8,802,517
4,499,289
28,110,682
23,619,383
945,000
2,000,000
10,066,110
15,000

19,179,609円 次年度へ繰越
社協（しゃきょう）は社会福祉協議会の略称です。

社協だより ゆうあい通信 第103号

葛城市社協

総務課

☎（48）
3373 / 介護福祉課

☎（48）
6636 / 新庄事務所

☎（69）9902

令和4年ゆうあいステーション温水プール
春休みジュニア水泳教室開催 !!
ゆうあいステーション温水プールでは、恒例の春休みジュニア水泳教室を開催いたします。入園・入学前
に集団生活に慣れ、たくさんのお友達と楽しく、プール教室に参加してみませんか。水泳指導員がお子さま
の泳力に合わせて、無理なく初心者・中級者・上級者の泳力アップを目指します。
日程

令和４年３月29日
（火）
～４月１日
（金）
時

間

計４日間

（受講料

１回

８２０円）

対 象 コ ー ス

定

員

9：10～10：20

小学生 A

30名程度

10：40～11：50

小学生 B

30名程度

14：00～15：10

幼児（H28.4/2～ H30.4/1

15：30～16：40

3才児（H30.4/2～ H31.4/1

誕生日の方）
誕生日の方）

28名程度
21名程度

●申込みについて

◦申込期間：令和４年３月1日
（火）
～３月21日
（月） ９：00～17：00
◦春休みジュニア水泳教室の受講者の決定は「市内優先・抽選方式」で行います。
◦受講決定は、令和４年３月23日
（水）
プール掲示板・社協ホームページにて発表、
また、電話でのお問合せにも対応します。
◦受講決定された方は、抽選控えを受講初日にプール受付に提出してください。
◦受講決定は、ご本人のみ有効となります。他の方への譲渡はできません。
◦定員に満たないコースは令和４年３月23日
（水）
より先着申し込みとなります。
◦問合せ：温水プール
☎４８- ３３５４

葛城市社協 HP

成年後見制度関連セミナー開催のお知らせ
親なきあともその人らしく過ごせるための成年後見制度について
～ 実際の支援をとおして思うこと ～

障がいのある方やその親御さま（ご家族さま）のためにどのような制度があるのかを一緒に学び
ませんか？
今回は、「成年後見制度」を活用し、財産管理だけではなく、身上保護を中心に、どのようにご
本人がその人らしく暮らしていくことを支えていくのかについて、行政書士としての関わりの中か
らのご経験を交え解説いただきます。
日
時：令和４年２月17日
（木）午後１時から午後３時30分（受付開始：午後０時30分から）
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」２階会議室
オンライン（ZOOM）による参加も可能
講
師：山口 まゆみ氏（行政書士・ファイナンシャルプランナー
「司法書士・行政書士やまとみらい法律事務所」）
参加対象：研修テーマに感心のある方（会場定員約30名）
参 加 費：無料
申 込 み：QR コードよりお申し込みください。電話、ファックスでも受付します。
日
内

福祉関係従事者向け

成年後見制度勉強会

時：令和４年２月15日
（火）午後１時30分から午後４時（受付開始：午後1時から）
容：後日、各福祉関係事業者様へご案内させていただきます。

※各研修会とも新型コロナウィルス感染症等の対策を十分行った上で開催させていただきますが、
感染状況等によりましては、オンライン（ZOOM）による実施のみに変更させていただくこと
もありますのでご了承ください。
問 合 せ：総務課

☎４８－３３７３

FAX ４８－２８９０

ゆうあい通信の発行には葛城市社協会費と赤い羽根共同募金の一部が活用されています。

社協だより ゆうあい通信 第103号
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『手話で学ぼう！

手話で話そう！』

ゆうあいステーションでは、聴覚障害者の方への
理解を深め、福祉制度についての知識を習得し、手
話による日常会話ができる程度の手話奉仕員を養成
することを目的に令和３年度手話奉仕員養成講座基
礎課程（６月～12月 全28回）を開催しました。
受講生から「手話講座では、多くの学びや気づき
がありました。毎回、手話の上達に一喜一憂しなが
らも、他の受講生の皆さまとも仲良く一緒に楽しく
学べることができ、大変有意義な時間を過ごすこと
ができました。とっさの時でも、ろう者の方の役に
立てるよう、また手話の輪が広がり、当たり前にコ
ミュニケーションができる地域になればと願い、こ
れからも手話の学習を続けていきたいと思います。
」
と感想をいただきました。

手話奉仕員養成講座（基礎課程）の様子

ゆうあい陶芸教室
生徒募集のお知らせ

ボランティア入門講座

社協では、市内に在住されている60歳以上の方を
対象に、令和３年度陶芸教室をゆうあいステーション
で開催いたします。
参加を希望される方は、募集期間中に、當麻事務所（ゆ
うあいステーション内）、または新庄事務所（新庄健康福
祉センター内）までお申し込みください。お電話での申し
込みは受付できませんので予めご了承ください。
受講決定は、ハガキにて通知いたします。申し込み
をされる方は、当日官製ハガキまたは63円（ハガキ代）
をご持参ください。
日 時：２月１日（火）
、２日
（水）
、16日
（水）
、
３月２日（水）
、３月16日
（水）
定 員：10名（初心者優先、先着順）
受講料：①初めての方 510円（材料費のみ）
②２回目以降 1,530円（材料費、施設利用料）
募集期間：１月５日
（水）
～１月12日
（水）
問合せ：総務課 ☎４８–３３７３

ボランティアに興味、関心
がある方、ボランティアの基
本などについて楽しく学べる
講座受講をきっかけに、活動への一歩をふみ
だしてみませんか。

～楽しく、初めの一歩をふみだそう‼～

日

時：令和４年２月26日
（土）
午後１時30分～午後３時30分

会

場：葛城市福祉総合ステーション
（ゆうあいステーション）

申込み：令 和４年２月15日
（火）
までに、葛
城市社会福祉協議会へお電話くださ
い
問合せ：総務課

☎４８–３３７３

※当日は、ボランティア団体の活動紹介も実
施予定です

※新型コロナウイルス感染症予防対策を十分に行い開催しますが、感染状況により中止させて
いただく場合もありますのでご了承ください

ご寄附いただきありがとうございます
10月20日、松浦進様（ゆうフレ
ンズ会所属 當麻）から、市内学校
等で役立てて欲しいと手作りの竹熊
手145本を寄贈いただきました。市
内の保育園、幼稚園、小学校、中学
校に配らせていただきました。また、
ゆうあいステーション公園での清掃
活動にも使用させていただきます。
ありがとうございました。
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＊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）

1月／11日
（火）17日
（月）24日
（月）31日
（月）
2月／7日
（月）14日
（月）21日
（月）28日
（月）
3月／7日
（月）14日
（月）22日
（火）28日
（月）
※年始１月４日（火）まで休館となります。
※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

葛城市社協だより ゆうあい通信 第103号 令和４年１月１日発行 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
HP http://katsuragi-shakyo.jp/

