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　春休み中の３月27日、葛城市ボランティア連絡協議会と葛城消防署のご協力により、「2015年葛
城市小学生体験学習」を開催しました。市内小学校５校の３，４，５年生約80名の参加がありました。
　消防署とゆうフレンズ会による起震車を使用した地震体験、葛城市ボランティアふたば会による靴
下わっかでかご作りと抹茶体験、手話サークル友情による手話体験、日赤奉仕団とゆうフレンズ会に
よる高齢者疑似体験をそれぞれ体験しました。また、体験終了後には、葛城市健康づくり推進員協議
会の調理によるカレーライスを食べました。
　市内で活動するボランティアとのふれあい、各種体験を通して、福祉に対する関心を深めるきっか
けとなる一日でした。

2015年小学生体験学習を開催しました

お風呂・リラックスルームからの展望がよくなりました！
大和三山など奈良の美しい風景が一望できます。

くつろぎの空間でゆったりした時間を過ごしませんか。

　ゆうあいステーションはお風呂、温水プール、食堂、カラオケ、卓球、パターゴルフ、公園など
お一人でも、ご家族でも、仲良しグループでも…
　一日ゆっくりと過ごしていただける、めぐまれた自然がはぐくむ温もりあるコミュニケーション
スペースです。皆さまのお越しをお待ちしております。

社会福祉法人　葛城市社会福祉協議会（かつらぎししゃきょう）

平成27年 5月
(隔月発行 )

第 65号

かつらぎ市社協だより

ゆうあい通信
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受託事業
◆家族介護交流会事業	 ３０万円
　�　要介護状態にある高齢者を介護している家族の方に、介護者が交流する機会を用意して、心身のリフ
レッシュを図るための事業経費
◆家族介護教室事業	 ９万円
　�　高齢者を介護している家族や近隣の援助者などを対象に、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり
などの知識、技術取得のための教室を開催するための事業経費
◆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）

介護保険事業
◆居宅介護支援事業	 ２，４８１万１千円
　　要介護認定の申請や、ケアプラン作成などにかかる諸経費
◆訪問介護事業	 ３，５８９万８千円
　�　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の運営にかかる諸経費
◆通所介護事業	 ４，８７６万１千円
　�　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デイサービス事業の運
営にかかる諸経費

障害者総合支援事業
◆相談支援事業	 ２５５万円
　　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所の運営にかかる諸経費
◆居宅介護等事業	 ４９９万２千円
　　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所の運営にかかる諸経費
◆就労継続支援B型事業	 ９６０万８千円
　�　障がいのある方に、就労の機会を提供するとともに、必要な訓練を行う事業所の運営や、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にかかる諸経費
◆生活介護事業	 ２，４１０万５千円
　�　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にかかる諸経費
◆放課後等デイサービス事業	 ７５０万円
　�　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諸経費

その他の事業
◆福祉基金運営事業	 ６０８万円
　�　みなさまから寄せられた寄付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	 ６０万円
　�　介護保険事業および自立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	 ７８７万円２千円
　�　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
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平成27年度資金収支予算
　理事会、評議員会の承認を得て、平成27年度葛城市社会福祉協議会事業計画及び一般資金収支予算が
決定されました。
　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。
　また、介護保険事業所、障害者総合支援事業所として、各種在宅福祉サービスを提供するにあたっては、
利用される個々の方々が、もてる能力を発揮され、いつまでも尊厳をもって幸せに生きていくことができ
るよう、個別ニーズにあったケアを積み重ね、満足度の向上に努め、更なる事業経営の安定を図って参り
ます。

一般資金収支予算総額　　３億７，３０９万４千円
収入の部

会費収入	 ２４０万円	 障害福祉サービス等事業収入	 ４, ５５６万８千円
寄附金収入	 ３００万円	 就労支援事業収入	 ３１８万７千円
受託金収入	 ９２７０万３千円	 その他収入	 ５４万２千円
経常経費補助金収入	 ４，４２７万円	 受取利息配当金収入	 ２５０万３千円
事業収入（指定管理運営収入等）	５，７４４万３千円	 基金積立資産取崩収入	 １１８万円
介護保険事業収入	 １億８７４万６千円	 サービス区分間繰入金収入	 １，１５５万２千円

支出の部
社協一般事業
◆法人運営事業	 ３，１０５万３千円
　　社会福祉協議会運営全般にかかる諸経費
◆福祉活動事業	 １，９４５万７千円
　�　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、また日常生活用具貸与備品の傷害保険料や、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	 １億３，８６３万３千円
　　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
◆いきいきヘルスの集い事業	 ３５０万円
　　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	 １３８万９千円
　�　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	 ６４万５千円
　�　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
◆運動指導教室事業	 ２４７万５千円
　�　要介護認定を受けていない市内在住の満６５歳以上の二次予防事業の対象者に、閉じこもりや虚弱な
方の生活機能の向上を図ることを目的に開催する「ゆうあいふれあい教室」の講師謝礼など、教室開催
にかかる諸経費
◆認知症予防教室事業	 ２４７万５千円
　�　満６５歳以上の二次予防事業の対象者に、要介護にならないようレクリエーションや脳トレーニング
等を行う「あたまハツラツ教室」にかかる諸経費
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　社協では、サロン活動がたくさんの地域に拡がる
ことを目標に、「ふれあい・いきいきサロン助成事業」
を実施しています。
　「ふれあい・いきいきサロン」とは、歩いて行け
る地域の身近な居場所で、ご近所の方と出会い、お
しゃべりなどで楽しい時間を過ごし、そのふれあい
の中から生きがいづくり、仲間づくりの輪をひろげ
ることを目指しています。高齢者・子育て中の親子
などを主な対象とし、活動の主体は地域住民です。
一人暮らしによる閉じこもりや孤立感の解消、子育
ての悩みや不安の解消などの効果が期待されます。
　つきましては、平成27年度当該事業の申請を受
付します。
助成内容
・�サロン活動に関する情報提供、社協広報紙等によ
る市民への活動の案内など。
・�サロン活動費助成（運営費用の一部として、1サ
ロンあたり、年額30,000円を助成します。

（※平成27年度は30サロンを限度とします。）
★�詳しい助成要件等については、社協�総務課まで
お気軽にご相談ください。☎４８-３３７３

　ゆうあい放課後等デイサービス事業所では、葛城
市内在住で支援が必要な小学生から高校生までの就
学している方を対象に、授業の終了後または学校休
業日に、生活能力向上のための様々な支援を提供し
ています。
開所時間：月曜日から金曜日
　　　　　　学校授業終了後から18時まで
　　　　：土曜日・学校休業日
　　　　　　午前９時から17時まで
　　　　※ただし日曜日・祝日・年末年始を除く

場　　所：葛城市福祉総合ステーション

送　　迎：�葛城市内の学校・ご自宅・各学校スクー
ルバス停留所。

　放課後等デイサービスの利用を希望される方は、
見学等も受付していますのでお気軽にお問合せ、ご
相談ください。
　（社協介護福祉課　担当　伏見☎４８-６６３６）

　４月初旬、恒例のお花見ドライブに行ってきました。
　当日は、特製の花見弁当の昼食後、マイクロバスに乗りこんでお花見スポットへ出発！
　かつらぎの森周辺に一斉に咲き誇った桜のトンネルを通り、山麓公園へ。
　公園の入り口から頂上に向かう道中、見事な桜並木や椿の花、赤色が鮮やかなシャクナゲの
花が出迎えてくれました。皆さま笑顔で、「きれいやなぁ！」とのお声をいただきました。
　山麓公園を後にして大和高田市の千本桜へ、高田川沿いの立派な桜並木に感嘆の声が自然に
もれていました。
　皆さま美しい日本の春の情景を満喫しておられました。
　来年もまた、一緒にお花見に行きたいですね。

平成27年度
ふれあい・いきいきサロン
助成事業の申請について

ゆうあい放課後等
デイサービスのご案内

「お花見ドライブ」通所介護（介護予防通所介護）事業所だより
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平成27年度 水泳教室新規生募集！！
水泳教室時間割表 及び 募集人数一覧

２才児クラス…平成２４年４月２日～平成２５年４月１日生まれのお子さま
３才児クラス…平成２３年４月２日～平成２４年４月１日生まれのお子さま
幼　児クラス…平成２１年４月２日～平成２３年４月１日生まれのお子さま

★５月１０日（日）午前８時３０分より申込受付開始します★

★申込用紙は温水プールに設置しています★

問い合わせ：ゆうあいステーション温水プール　☎４８－３３５４

※　5/10（日）～13（水）の期間は葛城市内在住の方が優先となります。5/11（月）除く
※　5/10（日）市外の方も受付いたします。
※　市外の方は１年毎にお申し込みが必要となります。
※　受講申込書は温水プールにて、設置しています。

火 水 木 金 土

10:30～11:45

成人水泳

随時申込受付中

10:30～11:30

エアロビクス

随時申込受付中

10:30～12:00

水中シェイプアップ

随時申込受付中

10:30～11:45

成人水泳

随時申込受付中

10:30～11:30

エアロビクス

随時申込受付中

10:30～11:40

２歳児15名程度

12:15～13:30

成人水泳

随時申込受付中

13:20～14:50

水中ウォーキング

随時申込受付中

13:30～14:40

３歳児　満員御礼

幼児 A　満員御礼

14:50～16:00

3歳児 16名程度

幼児 A 24名程度

15:15～16:25

３歳児　５名程度

幼児Ａ　５名程度

小学生Ａ10名程度

14:50～16:00

３歳児　８名程度

幼児Ａ 20名程度

14:50～16:00

３歳児　８名程度

幼児Ａ 18名程度

14:50～16:00

小学生Ａ　５名程度

16:15～17:25

幼　児Ｂ　８名程度

小学生Ａ 10名程度

16:30～17:40 

幼児Ｂ　５名程度

小学生Ｂ 10名程度

16:15～17:25

幼児Ｂ　５名程度

小学生Ａ ５名程度

16:15～17:25

小学生Ａ　５名程度

16:05～17:15

幼　児Ｂ　満員御礼

小学生Ｂ　満員御礼

17:30～18:40

小学生Ｂ 10名程度

17:30～18:40

小学生Ｂ 10名程度

17:30～18:40

小学生Ｂ　満員御礼
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　社協では、市内に在住されている60歳以上の方を対象に、平成27年度第２回陶芸教室をゆうあい
ステーションにて開催いたします。
　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52
円（ハガキ代）をご持参ください。
　なお、今年度は、第３回（募集は９月）、第４回（募集は１月）の開催を予定しています。
　日　　時：６月２日（火）・６月３日（水）・６月17日（水）・７月８日（水）・７月22日（水）
　　　　　　午前９時30分から正午まで
　募集期間：５月８日（金）から15日（金）まで
　定　　員：15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＋受講料）
　問い合わせ：社協　総務課　☎４８－３３７３

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）
５月７日・１１日・１８日・２５日 / ６月１日・８日・１５日・２２日・２９日

◆開催日　５月12日（火）・28日（木）
　　　　　６月９日（火）・25日（木）
　午後１時からゆうあいステー
ション館内にて、お抹茶を振舞っ
ていただきます。
　みなさま、午後のひととき、ホッ
コリしませんか？

《平成27年２月１日から３月末日まで》（順不同・敬称略）

善意のご寄附
　　葛城市立當麻小学校付属幼稚園ＰＴＡ
　　葛城市立磐城小学校付属幼稚園ＰＴＡ
　みなさまのご寄附に対し、厚くお礼申し上げま
す。
　お寄せいただきましたご寄附は、地域福祉事業
に有効に活用させていただきます。

　去る平成27年３月30日に平成26年度第３回理事・監事会及び
評議員会が開催され、以下の議案はすべて可決されました。
◆理事の選任について
◆監事の選任について
◆評議員の選任について
◆定款の一部を改正することについて
◆�嘱託及び短時間勤務等職員就業規程の一部を改正することに
ついて

◆経理規程の廃止について
◆経理規程の制定について
◆指定特定相談支援事業所運営規程の廃止について
◆指定特定相談支援事業実施要綱の廃止について
◆指定相談支援事業所運営規程の制定について
◆指定相談支援事業実施要綱の制定について
◆平成26年度一般会計収支補正予算（第１号）について
◆平成27年度事業計画及び資金収支予算について

　去る平成27年３月30日に平成26年度第２回理事・監事
会及び評議員会が開催され、以下の議案はすべて可決さ
れました。
◆理事の選任について
◆監事の選任について
◆評議員の選任について
◆会長、副会長の選任について
◆会則の一部改正について
◆平成27年度事業計画及び寄付金会計予算について
◆平成27年度事務費会計予算について

　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。

問い合わせ：社協　総務課　☎４８－３３７３

陶芸教室生徒募集のお知らせ

ゆうあいステーションお茶ボランティアの予定

ご寄附いただきありがとうございました

病没家庭児童・交通遺児等激励事業のお知らせ

社会福祉法人奈良県共同募金会葛城市支会
理事・監事会及び評議員会の会議報告

社会福祉法人葛城市社会福祉協議会
理事・監事会及び評議員会の会議報告
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