
とみかのわっか
楽しく簡単な脳トレ講座

琴伝流大正琴　加茂女会
大正琴の演奏

鈴泉会
三味線の演奏

民踊　若草会
民踊の披露

ハーモニカクラブ
吹きま専歌

ハーモニカの演奏

富加町社会福祉協議会
芸能ボランティア団体発表会

5月5日（木）
道の駅　半布里の郷とみか
　道の駅のゴールデンウィークイベントの
一環として、本会の登録ボランティア団体
から参加を募り、楽器の演奏や踊りを披露
したり、観客の皆さんも一緒になって脳ト
レ講座を行ったりしました。
　新型コロナウイルス感染症により、ボラ
ンティア活動の機会が限られている中、青
空の下でたくさんの観客の方々と交流を持
つことができました。

と み か
社 協 だ よ り
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この社協だよりは、みなさまの会費と赤い羽根共同募金が使われています。
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主な財源別に「★会費や共同募金配分金、◦町や県社協等からの補助金や受託金、指定管理料」となっています。

令和3年度令和3年度    事業報告・決算事業報告・決算
コロナ禍において、人との関わりが深い福祉事業をどう行っていくのか、どう継続していくのか、

検討を重ねながら事業を実施した一年となりました。

自主事業・町補助事業

地域福祉事業
★福祉委員活動支援事業
救急医療情報キット（設置194件（うち新規8件））

★福祉総合相談事業
福祉相談（17件）
無料法律相談（年3回、延べ9件）

★地域交流事業
ふれあいお弁当事業（5箇所、153食）
《協力：調理ボランティア　延べ40名》

★高齢者支援事業
移動支援事業（189日、延べ258名）

★独居、高齢者世帯、障がい者支援事業
給食サービス事業（24回、延べ320食）
《協力：調理ボランティア　延べ68名
	 富加町赤十字奉仕団　延べ61名
	 とみか食生活サポートの会　延べ14名
	 配食ボランティア　延べ5名》
大掃除支援事業（2回、延べ15名）

★ひとり親家庭支援事業
中学卒業生徒激励事業（15名）
放課後児童クラブ利用料助成事業（8名）

★福祉協力校指定事業
富加小学校
双葉中学校

★福祉機器貸出事業
車椅子貸出事業（延べ28件）
車椅子積載型車両貸出事業（延べ29件）

★物品貸出事業
各種機器（0件）

ボランティア推進事業
★くらしのサポートセンター事業
センターの運営（事前調査7件、活動8件、定例会7回）

★災害ボランティアセンター事業
運営マニュアルの見直し

★ボランティア養成講座
調理･衛生管理研修会（16名）
調理ボランティア研修会（9名）

★小･中学生 夏休みボランティア体験
ふれあい･いきいきサロン交流体験（4名）
給食サービス体験（1名）
車いす体験（10名）

★ボランティアサポート事業
活動支援
登録ボランティア団体への助成（8団体）
登録ボランティア連絡会（10名）

★斡旋事業
ボランティア連絡調整

★ボランティア活動保険加入促進
活動保険補助（139名）
災害時活動保険補助（12名）

広報事業

★広報紙の発行
広報紙「ほっとほっと」（5回）
社会福祉協議会だより（12回）

★ホームページ管理運営
更新（11回）

法人運営事業
★組織運営
自主財源の確保（一般会費・特別会費）

★苦情解決体制の整備
第三者委員会への申立（0件）

★会議の開催
理事会、評議員会、評議員選任解任委員会（文書決議）
監査（1日）

◦助成事業
福祉団体への助成（2団体）

自立支援事業
◦貸付事業
行路人救済事業（0件）

町受託事業・町指定管理事業

◦生活支援体制整備事業
ニーズ把握、サービス調整
とみか生活便利帳の発行
日常生活に関するアンケートを実施

◦結婚相談事業（開設233日）
相談、登録、情報提供（会員42名、相談	延べ207件）
婚活サポーター養成研修（延期）

◦ワクチン接種 移動支援事業（40日、延べ94名）
◦ふれあい・いきいきサロン普及事業
活動（6地区、延べ305名）
支援員交流会（18名）
サロンデモ（未実施）

◦筋力トレーニング事業
筋力トレーニング（開設175日、延べ339名）
トレーニング機器取扱講習会（6回、19名）

◦介護予防拠点施設「どうだん」運営事業
サロン（232日、延べ3,232名）
介護予防講座（9講座、54回、延べ227名）

◦一般介護予防事業
パワリハ教室（76日、延べ564名）
いきいきトレーニング（211日、延べ4,692名）
パワーリハビリテーション講習会（4回、17名）
お口の健康教室（3日、延べ17名）

◦児童センター事業
自由来館（234日、延べ1,178名）
ランドセル来館<通常>（193日、延べ2,678名）
ランドセル来館<長期休暇>（41日、延べ281名）

◦放課後児童クラブ事業
放課後児童クラブ（285日、延べ12,174名）
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当期末支払資金残高（収入－支出）5,326,829円

（単位　円）

（単位　円）

収　　入 支　　出
会費収入 3,234,000 人件費支出 60,759,072
寄附金収入 21,550 事業費支出 9,424,578

経常経費補助金収入 25,898,583 事務費支出 5,411,682

受託金収入 47,598,928 助成金支出 509,416

事業収入 1,192,120 固定資産取得支出 402,295

受取利息配当金収入 650 基金積立資産支出 21,550
その他の収入 35,000 積立資産支出 3,583,991
基金積立資産取崩収入 404,000
積立資産取崩収入 444,817
前期末支払資金残高 6,609,765
合　計 85,439,413 合　計 80,112,584

資金収支計算書　（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

貸借対照表　令和4年3月31日現在

資　産　の　部 負　債　の　部
流動資産 16,023,081 流動負債 11,454,691
　　現金預金 14,969,930 　　事業未払金 3,240,119
　　事業未収金 9,750 　　その他の未払金 7,172,296
　　未収金 187,630 　　未返還金 25,826
　　前払費用 855,771 　　預り金 4,965
固定資産 27,368,253 　　職員預り金 253,046
　　基本財産 1,000,000 　　賞与引当金 758,439
　　　定期預金 1,000,000 固定負債 15,753,582
　　その他の固定資産 26,368,253 　　退職給付引当金 15,753,582
　　　車両運搬具 5 負債の部合計 27,208,273
　　　器具及び備品 607,622 純　資　産　の　部
　　　ソフトウェア 99,110 基本金 1,000,000
　　　退職給付引当資産 8,528,400 　　基本金 1,000,000
　　　福祉基金積立資産 13,082,884 基金 13,082,884
　　　ボランティア活動積立資産 200,000 　　福祉基金 13,082,884
　　　運営費積立資産 1,520,000 国庫補助金等特別積立金 85,426
　　　児童施設管理費積立資産 1,069,575 　　国庫補助金等特別積立金 85,426
　　　介護予防拠点施設積立資産 1,207,287 その他の積立金 3,996,862
　　　リサイクル預託金 53,370 　　ボランティア活動積立金 200,000

　　運営費積立金 1,520,000
　　児童施設管理費積立金 1,069,575
　　介護予防拠点施設積立金 1,207,287
次期繰越活動増減差額 △1,982,111
　　次期繰越活動増減差額 △1,982,111
　　（うち当期活動増減差額） △717,769
純資産の部合計 16,183,061

資産の部合計 43,391,334 負債及び純資産の部合計 43,391,334

県社協受託事業

◦貸付事務
生活福祉資金貸付制度
（据置中1名、償還中1名、償還完了1名、相談3件）
生活福祉資金貸付制度<特例貸付>
（新規延べ15件、据置中15名、相談延べ93件）

◦生活困窮者自立相談支援事業（対応3名、支援5件）
◦日常生活自立支援事業（対応2名、支援延べ27件）

その他（団体事務）

◦富加町シニアクラブ連合会
◦岐阜県共同募金会富加町分会
◦日本赤十字社富加町分区
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地域ふれあい会

　今年度新規事業「地域ふれあい会」を加治田地区（川小
牧を除く）で開催しました。65歳以上の方を対象とし
て参加を募り、当日は参加者全員でスマイル・ノスの
篠田雅子さんによる【音楽に合わせた体操】講座を体験
した後、ボランティア手作りのお弁当を持ち帰ってい
ただきました。
　コロナ禍のため、一緒にお弁当が食べられないこと
は寂しいですが、後日参加者の方々から“体操の講座が
楽しかった！”“お弁当がとても美味しかったよ”との
お声をいただきました。他の地域でも順番に実施して
いきますので、その際はぜひお申し込みください♪
　また、朝早くから会の運営にご協力いただいた皆さん、
誠にありがとうございました。

　今年度新規事業「家族介護者の
つどい」を開催しました。今回は初
回ということもあり、日頃介護を
していて感じていることを思い思
いに話していただきました。終了
後のアンケートでは「同じような
悩みがあることがわかってよかっ
た。」「他の方の話を聞くことができ
てよかった。」「続けてほしい。」との
ご意見をいただき
ました。次回10月は
講座も行う予定に
しています（講座内
容は現在検討中）。

　施設より、コロナ禍のため外との関わりがな
くなっているとのお話を受け、地元でつるし飾
りを作ってみえる方に声かけをし、施設内に作
品の一部を展示していただくこ
ととなりました。施設の方より
「利用者の皆さんが『わぁ、きれ
い！』と喜んでくださっていま
す。」と写真を送ってくださいま
した。今後も時期をみて作品の
入れ替えを予定しているとのこ
とです。コロナ
禍で直接交流を
持つことができま
せんが、こんな交
流も素敵ですね。

～加治田地区（川小牧を除く）～

5月19日（木）　15名参加　東公民館

6月17日（金）　10名参加
ふれあいサロンどうだん

センチュリー21にて
“つるし飾り”の展示

（協力：民生児童委員（加治田地区担当）、調理ボランティア、町管理栄養士）

《この事業は、地域包括支援
センターとの合同事業です。》

つながりできた！ 家族介護者のつどい
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　9時～ お勤め
9時半～ 掃除
 11時～ 食事

　清水寺に住職がみえなくなった40年ほど前から、毎月11日（別日
となる月もあります）の“万人講”の日に、お寺内の掃除と外の草引き
等の奉仕作業を行ってみえます。当初は加治田地区で行っていまし
たが、高齢化によって人数が減り、最近では町内にとどまらず、関
市や美濃加茂市からもみえています。うかがった日の参加者は15名。
「昔は30名以上みえたが、最近では20名ほど。高齢者ばかりなので、
体調に気遣いながら作業を行っている。」と話してくださいました。

福祉委員は、各自治会において地域の問題を把握し、民生委員と協力して
地域の問題を解決する役割の担い手として活動していただいています。

自治会名 氏　名 自治会名 氏　名 自治会名 氏　名
巾　　　　上 森　　利和

駅前（本宮町）
成田　富夫 長　　　峰 足立　勝洋

下 　 滝 　 田

本多　正和 河野　幸弘 栃　　　洞 小関　　靖
三宅　廣和 駅 前（ 旭 町 ） 安藤　和子 片　　　町 井上　正徳
井桁　一弘 駅 前（ 栄 町 ） 小森　靖司 新　　　町 勝本　富夫
多治見治紀 駅 前（ 本 町 ） 高井　　静 上　　　町 小池　純一

井　　　　高 柴山　直樹 駅前（南本町） 工藤　正弘 中　　　町 足立　　進

上 　 羽 　 生

福島　三芳
大　　　　山

稲垣　克己 下　　　町 大野　裕司
坂井　勝美 織部　孝祐 絹　　　丸 天池　光治
坂井真由美

高　　　　畑
梅村　澄夫 川　小　牧 石原　直幸

山田美智子 長尾　裕子 加治田住宅 中尾由美子

下 　 羽 　 生

井戸　　章 高 畑 住 宅 野村てつよ
井戸　朝広 夕　　　　田 高垣　祐次
井戸千恵子 本　　　　郷 足立　正見
井戸ちずる 町　　　　屋 福田　豊彦
井戸　康子 老　　　　梅 新美　恵美

つながり見つけた！ このコーナーでは、地域で見つけた
交流の場（つながり）を紹介します。

令和4年度　あなたの地域の福祉委員

清水寺“万人講”での奉仕作業

清水寺は、二天門から
長い階段を上った先に本堂があり、

国指定重要文化財や岐阜県指定文化財が
あります。土日には参拝者や登山者が
多く訪れ、総代の井戸さんが案内を
してくださることもあるそうです。

お手伝いしてくださる方を募集しています。宗派は問いません。
お問い合わせは、総代の井戸順治さん（電話：54-3645又は090-7026-9849）まで。

鐘の合図で始まり、
鐘の合図で

終わります！



8月・9月の予定 事前にお申し込みが必要です。
詳しくは各戸配布されるチラシや社会福祉協議会だより等をご覧ください。

◦無料法律相談
　8月23日（火）　13時～16時（1枠30分）

◦土曜の結婚相談日
　8月20日　9月17日　9時～17時（受付は16時まで）
　※平日も相談をお受けしています。（要予約）

相 談 日  予約が必要です。

あたたかい心ありがとうございます。

・金9,433円…国際交流協会
　社会福祉のために活用してほしいとお持ちくだ
さいました。大切に活用させていただきます。あ
りがとうございました。

新型コロナウイルス感染症の感染対策を講じて実施します。
ご理解とご協力をお願いします。

　4月21日（木）、鈴泉会がグループホーム明星
の入所者さんに手作りの巾着袋を贈りました。
代表で入所者の方1名が、素敵な笑顔で受け
取ってくださいました。本来は三味線の演奏
を行う団体ですが、コロナ禍でも自分たちに
できるボランティアを！と考え、一昨年には
チョッキを作製して贈るなど、人とのつなが
りを大切に活動しています。
　色とりどりの布を使った華やかな巾着袋は、
取っ手付きで持ち運びがしやすいです♪

どうだんポイントカードを
配布しています!

　ふれあいサロンどうだんにて、飲み
物をご注文いただいた方に、もれなく
スタンプ1個を捺印しています。スタ
ンプが30個たまると、次回350円までの飲み物が一
杯無料となります。暑い季節、涼しい室内でホッと
一息つきませんか?
　喫茶スペースの壁面には毎月素敵な作品を展示し
ています。ご来店の際にぜひご覧ください。

詳しくは、事務局（担当:河野）までお問い合わせください。

【30歳以上】
◦トレーニング機器取扱講習会
8月4日（木）　9月9日（金）
19時30分～20時30分

【65歳以上】
◦パワーリハビリテーション講習会
9月20日（火）
13時30分～15時30分
◦高齢者移動支援事業
毎週　月～金曜（祝日休み）
9時～11時30分
※8月15日（月）はお休みします。
★空きがあれば、当日予約も可能です！

登録ボランティア団体
活動紹介「鈴泉会」
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富加町
児童センター

富加町役場

富加
小学校

富加町社会
福祉協議会
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N

〒501-3305  加茂郡富加町滝田1381番地1
社会福祉法人富加町社会福祉協議会 事務局
電話番号 0574-54-1312（代）
電話番号 0574-54-1313［相談専用］
FAX番号 0574-55-0068 （共通です）
ホームページ  http://tomikasyakyo.or.jp/
富加町ボランティア住民活動支援センター
電話番号 0574-55-0066

事業の申し込み、ご相談はこちらまで

ホームページ
QRコード
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