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　令和4年5月18日（水）、生活支援体制整備事業「みんなでつくろう助け合いのまち」を開催しました。録
画による土屋幸己氏の基調講演では、2040年問題などこの先迎える社会の変化や、それに対応していく
ため、介護予防の取組みや地域の助け合い・支え合う仕組みづくりの重要性について説明されました。
　また、これから10年20年先も安心して暮らせる地域をつくるため「つながり」「助け合い」を大切に葛
城市内で活動を展開されている３団体から「住民アンケートから気にかけあう関係づくりへ」「畑活から
広がる地域の居場所」「気になるから始まった東和苑あんしんキット」と題してそれぞれの実践事例を
発表していただきました。
　ご参加いただいた方からは「助け合い・支援活動に不要不急はないと感じ
た」「住民主体の行動力、スピード感が素晴らしい」「まず自分も動き始めたい
と思った！」「困っている人を何とかしたいという住民の想いからマイカーボラ
ンティア！すごいですね」「うちの地域でも参考にしたい」等々、多くの声をい
ただきました。
　今回ご参加いただけなかった方や、ご参加いただいた方でも振り返りとして
ご活用いただける様、当日の動画を公開しておりますので、ぜひご覧ください。

【当日の動画はこちら】
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ゆうあい温水プールでは、夏休みジュニア水泳教室を開催いたします。

申込締切 ７月１６日（土）※休館日（月曜日）はお申し込みできません。
受付時間 火曜、木曜、金曜　…　９：００～１８：３０
 水曜、土曜、日曜　…　１０：００～１７：００
申込方法 ゆうあいステーションホームページから申込用紙を印刷していただくか、温水プールに設置して
 いる申込用紙に必要事項をご記入のうえ、温水プールまでお申し込みください。
受講決定 市内優先の抽選方式で行い、令和４年７月２１日（木）以降に温水プール入

口掲示板及びゆうあいステーションホームページで発表いたしますが、電話
でもお問い合わせいただけます。

 受講決定された方は、抽選控えを初回受講時に受付に提出してください。
 なお、抽選控えを紛失された方は、初回受講時にお申し出ください。
 定員に満たないコースは７月２１日（木）から市内・市外問わず先着順で追

加募集いたします。
 ※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。
受　講　料 １レッスン　８２０円
問い合わせ ゆうあいステーション温水プール　☎ ４８－３３５４

【新型コロナウイルス感染拡大状況により、教室の開催を中止する場合がありますので、ご了承ください。】

ゆうあいステーション
ホームページ

http://katsuragi-shakyo.jp

ゆうあい陶芸教室生徒募集のお知らせ
　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4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。
　また、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。
　なお、新型コロナウイルス感染症予防対策を十分に行い開催いたしますが、感染状況により開催を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。
〇日　　　時　8月30日（火）、31日（水）、9月14日（水）、28日（水）、10月12日（水）　9：30～12：00
〇募 集 期間　7月12日（火）～7月19日（火）　9：00～17：00
〇定　　　員　10名（初心者優先、先着順）
〇受　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）
〇問い合わせ　総務課　☎　48－3373
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令和４年度　資金収支予算令和４年度　資金収支予算

収支予算総額　４億５,８３８万３千円収支予算総額　４億５,８３８万３千円

　少子高齢化や核家族化、家庭環境の変化に伴い、福祉課題やニーズも多様なものとなってきており、多面
的な支援が求められてきています。また、新型コロナウイルス感染症の影響で、当たり前であった人との交
流ができなくなり、人と人とのつながりや支え合いの機会や福祉活動、ボランティア活動等も休止や延期を
余儀なくされています。
　その中でも、葛城市社会福祉協議会では、今できることを創意工夫しながら、住民の皆さまとともに、
支え合いの活動や地域課題の解決を目指して参ります。

■地域福祉推進拠点【収支予算額　２億２,４５９万３千円】　　
　収　入

　会費収入 １２０万円 その他収入 ４９８万５千円
　寄附金収入 ２００万円 拠点区分間繰入金収入 ９０３万７千円
　経常経費補助金収入 ３,２１５万９千円 サービス区分間繰入金収入 ２,９１５万円
　受託金収入 ８,７９０万６千円 基金積立資産取崩収入 ２,５００万円
　事業収入 ２,５９９万８千円 退職手当積立基金預け金取崩収入 ７１０万円
　受取利息配当金収入 ５万８千円

　支　出

　◆法人運営事業 ３,０６２万１千円
　◆福祉活動事業 ２,９３６万２千円
　◆福祉総合ステーション管理運営事業 １億１６４万７千円
　◆ひとり暮らし高齢者配食サービス事業 １４０万８千円
　◆生活支援体制整備事業 ８６１万４千円
　◆いきいきヘルスの集い事業 ３６８万７千円
　◆誰でもできる水中運動教室事業 ７２万６千円
　◆意思疎通支援事業 １２２万３千円
　◆生活福祉資金貸付事業 ７９万９千円
　◆退職基金運営事業 １,９４４万９千円
　◆福祉基金運営事業 ２,７０５万７千円

■福祉サービス事業所拠点【収支予算額　２億３,３７９万円】
　収　入

　事業収入 ７万６千円 その他収入 ６万５千円
　介護保険事業収入 １億１,３９０万３千円 サービス区分間繰入金収入 ２,６６２万３千円
　就労支援事業収入 ９５万２千円  基金積立資産取崩収入 ２,５９０万７千円
　障害福祉サービス等事業収入 ６,６２３万４千円
　受取利息配当金収入 ３万円

　支　出

　◆居宅介護支援事業 ４,２４５万１千円 ◆訪問介護事業 ３,８１６万２千円
　◆通所介護事業 ４,７４３万４千円 ◆相談支援事業 ９３６万５千円
　◆居宅介護等事業 ６１５万４千円 ◆生活介護事業 ３,３９１万円
　◆放課後等デイサービス事業 ３,０３７万７千円
　◆介護事業所特定預金積立金運営事業 ２,５９３万７千円
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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。
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　近年、高齢ドライバーによる交通事故などがテレビ、新聞などでクローズアップされることが増えました。それに伴い運転免許証の
自主返納についての情報も取り上げられる一方で、我々の生活に必需ともいえる自動車・免許を手放すことができないと、悩まれる声
も多くあがります。
　また、核家族化による高齢世帯の増加や、商店の大型化（広い圏域）などに伴い、小規模な地域の商店の減少など様々な要因に
より、地域での移動・外出支援の必要性が高まっています。
　そんな中、奈良県内においても先駆的な取り組みとして、住民主体の有償ボランティア（マイカーボランティア含む）が葛城市内で
始まりました。
　公的サービスで支援が行き届かない部分を、地域内の住民同士の「支え合い」
「思いやり」でサポートしておられます。
　高齢になっても住み慣れた地域で暮らしていけるよう、今から地域での支え合い
を始めてみませんか。
　「有償ボランティア」「マイカーボランティア」にご興味のある方は、社会福祉協
議会の生活支援コーディネーターまでご相談ください。安心して活動していただけ
るよう、制度や保険などについても詳しく解説させていただきます。

地域で移動・外出をサポート！地域で移動・外出をサポート！

SCのつぶやき
（生活支援コーディネーター）

生活支援
コーディネーター
田口・上田
☎48-3373
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手話の広場のお知らせ
日　　　時 令和４年７月２２日（金）
 １０：３０～１１：４５（受付10：00～）
場　　　所 ゆうあいステーション１階小体育室西側
参　加　費 無料
対　象　者 小学生とその家族　※小学生１人でも参加できます。
内　　　容 指文字を使ったコミュニケーション
定　　　員 ２０人
 ※小学生の参加が２０人になり次第締め切ります。
申 込 方 法 下記の問い合わせ先までお申し込みください。
申込締切日 令和4年７月１５日（金）
主　　　催 手話サークル友情
問い合わせ 総務課　☎４８－３３７３

病没家庭児童
交通遺児等激励事業のお知らせ

　社協では、病気などで父母等を亡くした児童の健全な育成を
図るため、当該児童の養育者に対し、激励金を支給する事業を
行っています。
◆児　童　交通災害、病気等で父母等を亡くした満１８歳未満

の児童（１８歳に達する日以降の最初の３月３１日
までの間にある者）

◆父母等　父若しくは母、または児童を養育していた者
◆養育者　父母等の死亡する以前から引き続き

葛城市内に在住し、児童を監護し、
かつ、その生計を維持している者

◆激励金　１世帯につき２０，０００円　

◎支給につきましては、申請手続きが必要となります。
総務課　☎４８－３３７３

ご寄附いただきありがとうございました　《令和4年3月1日～令和4年5月31日》
満中陰志の寄附　　　・匿名　（當麻）　　皆さまのご寄附に対し、厚く御礼申し上げます。
お寄せいただきましたご寄附は、地域福祉に有効活用させていただきます。

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／4日（月）・11日（月）・19日（火）・25日（月）
8月／1日（月）・18日（月）・15日（月）・22日（月）・29日（月）
9月／5日（月）・12日（月）・20日（火）・26日（月）

7月／9日（土）・16日（土）・18日（月）・23日（土）・30日（土）につきましてはワクチン接種会場の
予定となっておりますので、臨時休館とさせていただきます。（6月17日現在）

※新型コロナウイルスのワクチン接種会場となる場合、臨時休館させていただきます。また、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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