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社会福祉法人
三宅町社会福祉協議会社協だより 磯城郡三宅町伴堂 848－1

Tel　43－2078　Fax　43－2018
        43－3700

（三宅町保健福祉施設「あざさ苑」内）
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ボランティア・福祉の情報誌
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赤い羽根共同募金配分事業報告

あざさふれあい食堂より赤飯配布を実施！

令和３年度三宅町高齢者教室及び障害者教室の開催

いかのおすし防犯ブザー贈呈式

　令和元年度に始めました「あざさふれあい食堂」より、
新型コロナウイルスの感染拡大のため食堂ではなく、赤
飯 の無料配布として令和３年３月31日に行いました。
　当日は、事前予約にてお申込いただいた方に赤飯を配布し、
 他にも地域の方から協力者として多くのボランティア
さんにご協力いただいたり、寄付という形で多くの食材
などもいただくことができ、地域全体でつながりを持つ
ことが出来ました。
　ご協力いただきました皆様には厚く御礼申し上げます。

　三宅小学校新１年生の皆さん、御入学おめでとうござ
います。
　令和３年３月２９日、三宅小学校にて防犯ブザーの贈
呈式を行いました。
　この事業は安心・安全な町づくり支援として、三宅小
学校の 新１年生に防犯ブザーを贈らせていただいてお
ります。防犯ブザーを持つことで、子どもたちや家庭、
地域において、より一層の防犯意識の向上に繋がり、子
どもたちが安心安全に登下校し、元気に学校生活を送ら
れることを願っています。
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愛ちゃん と 希望くん

地域の福祉、
みんなで参加

赤い羽根
共同募金

＜写真（左から）＞
三宅町民生児童委員協議会　　植村会長
三 宅 小 学 校　　東　教頭先生
三 宅 小 学 校　　日置校長先生
三宅町社会福祉協議会　　森田会長

今回ご紹介するのは
「三宅町健康麻雀推進クラブ」さんです。～ボランティア通信～

三宅町ボランティアセンター（担当：下谷）　　TEL：0745-43-2078　　　

問合せ　TEL：0745-43-2078（担当：下谷・渡邊）

三宅町内高齢者会員募集！！
私達は認知症予防と言われる麻雀を楽しみながら、毎日が元気で過ごせる様、「飲
まない・吸わない・賭けない」をモットーに行なっております。
ご興味のある方は是非ご参加ください。
※女性の方も歓迎致します。

【場　所】三宅町保健福祉施設「あざさ苑」内
【日　時】隔週（第１・３）土曜日13:00～17:00
【対象者】高齢者の男女（昔、麻雀をされた方等）
【費　用】入会金1,000円　／　参加費700円

三宅町健康麻雀推進クラブ
代表：植村　住一 さん
TEL：090-3996-8738

※ボランティアセンターでは、地域で活躍するボランティアさんに対する様々な支援や地域へのご紹介などを行って
おります。お気軽に下記までご連絡ください。

三宅町ボランティアセンターより

※教室開講後、納付いただいた受講料は返金致しませんのでご了承ください。
※教室の年間日程は初回の教室にて配布いたします。
※開催後も途中からの参加が可能です。持ち物やすでに定員を満たしている教室もありますので、詳しくは窓口又は電

話にてお問い合わせください。
※初回に出席できない場合は、ご連絡をいただきますようにお願い致します。

三宅町社会福祉協議会総合相談

場所はいずれも「あざさ苑」で行います。
上記の日程以外にも日常より相談担当職員が随時相談を受
け付けます。
内容によっては、より適切な相談窓口をご紹介をさせてい
ただくことも出来ますので、お気軽に社会福祉協議会まで
お問合せ下さい。

TEL 43-2078　FAX 43-2018
メール　san-sya@pj8.so-net.ne.jp

専門相談申込み・問合せ・心配ごと

日　　付 相　談　員
５月２０日

（第３木曜日）
13時～15時

人権擁護委員　行政相談委員

６月３日
（第１木曜日）
13時～15時

人権擁護委員　行政相談委員

《高齢者教室》

《障害者教室》

教室名 初回日程 教室名 初回日程
大正琴 5/24（月）　9:30 ～ カラオケＡ 5/26（水）　13:30 ～

フィットネスＡ 5/17（月）　9:30 ～ カラオケＢ 5/26（水）　14:40 ～
フィットネスＢ 5/17（月）　10:40 ～ 健康体操Ａ 5/20（木）　9:30 ～

編み物 5/18（火）　9:30 ～ 健康体操Ｂ 5/20（木）　10:40 ～
おどり 5/25（火）　9:30 ～ 書道 5/20（木）　13:30 ～

シニア生花 5/12（水）　9:30 ～ 陶芸 5/28（金）　10:00 ～

教室名 初回日程 教室名 初回日程
生　花 5/19（水）　9:30 ～ 絵手紙 開催中止

※入札額には、消費税及び地方消費税は含まれていません。
※入札額は、令和 3 年 4 月から令和 6 年 3 月 31 日まで

の長期継続契約の入札金額です。

業務名 三宅町保健福祉施設あざさ苑総合管理業務

開札日 令和３年２月 24 日

開札場所 三宅町保健福祉施設あざさ苑１階　会議室

落札の有無 有

落札金額 金 50,760,000 円

落札者氏名 株式会社シティサービス　
代表取締役　赤川 義之

社会福祉法人三宅町社会福祉協議会では、
下記のとおり入札を行いましたのでお知らせします。

※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、教室が延期・中止する場合があります。
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地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー だ よ り

※新型コロナウイルス感染症拡大により、プログラムの変更や中止等がある場合があります。
　ご了承くださいますようお願い申し上げます。

困った時は相談してください！地域包括支援センター

令和３年５月10日～受付開始！印鑑持参の上、下記にお越しください

脳が喜ぶ！心が笑う！

令和３年度事業計画及び予算
理事会並びに評議員会において、令和３年度事業計画及び予算が下記のとおり承認されましたので報告します。
令和３年度の主な事業計画
（地域福祉事業関係）

・小地域福祉活動の充実 ・広報活動（ボランティア・社協だよりの発行年６回、ホームページの充実）
・福祉機器貸出事業 ・福祉車両貸出事業 ・ボランティアセンターの運営  ・防災に関する事業 
・安心、安全なまちづくりのための支援事業 ・総合相談事業（心配ごと相談） ・夏休み子ども教室 
・福祉出前講座、福祉教育に関する事業 ・みやけフィットネスオアシスの運営 ・ふんわりサロンの企画及び運営
・あざさふれあい食堂の企画、運営  ・三宅町特産品生産協力事業

　（公益事業・受託事業関係）
・高齢者の生きがいと健康づくり事業（高齢者教室） ・障害者教室開催事業
・三宅町保健福祉施設あざさ苑の管理、運営 ・生活福祉資金貸付事業
・日常生活自立支援事業  ・奈良県フードレスキュー事業　
・子どもの「心と学び」サポート事業「ここあ（COCOA）」 ・地域包括支援センターの運営

（その他の地域福祉事業関係）
・赤い羽根共同募金運動の充実 ・善意銀行の運営　　　　　　・福祉関係団体の活動支援
・ボランティア団体の活動支援　　・日本赤十字社の活動支援

（介護保険事業関係）
・居宅介護支援事業所の経営 ・通所介護事業所の管理

＜令和３年度予算書＞

きらめきクラブ
　　参加者募集中！　

パワフルコース
体力に自信ある人向け
火曜日　10:00～11:30
（全８回　2回 /月程度）

6月15日 (火 )～10月５日(火 )
申し込み期間

5月10日 (月 ) ～5月24日 (月 )
パワーアップコース　
体力に自信がない人向け
火曜日　13:30～15:00
（全12回　４回 /月程度）

6月15日 (火 ) ～8月31日 (火 )
申込み期間

5月10日 (月 ) ～5月24日 (月 )
パワーアップコースの送迎について

身体的な理由等でご自身で会場へ来れない人は送迎が可能 
　（乗り降りに介助を必要でない人） 

【参加できる人】
町内在住の
65歳以上の人

各定員
25名

定員が
超えた場合は
抽選します

あざさ苑
で実施します

介護予防

体　操

脳のトレーニング

筋力アップ

栄養講座

お口の健康

①介護のこと・・・
介護保険サービスを利用したい。介護の認定がある
けどその後はどうすればいいのか。
②健康のこと・・・

寝たきりの不安がある。ひとり暮ら
しで持病もあり、急に具合が悪くなっ
たら不安。
③お金や財産管理のこと・・・

最近もの忘れがあり、お金の管理に自信がなく、頼
れる身内もいない。

④家族のこと・・・
両親の介護をしているが、つい声
を荒げてしまう。離れて住んでい
るひとり暮らしの父が心配だが中々
様子を見に行けない。
⑤近所の高齢者のこと・・・

最近顔を見かけなくなった高齢者
がおり、ひとり暮らしなので心配。・
近所の高齢者が虐待を受けている
様子、どうしたらいいのか。

①
事業活動
収入

120,222,000

③
その他の活動
収入

1,728,000

②
事業活動
支出

117,605,000

（単位：円）

寄付金 10,000

経常経費
補助金

26,701,000

受託金
68,253,000

事業
3,010,000

介護保険
事業

14,305,000

障害福祉サービス等事業
77,000

保健福祉施設運営事業 7,823,000
受取利息配当金 11,000

その他 32,000

事業費
54,399,000

事務費
6,248,000

共同募金配分金事業費
245,000 助成金 509,000

負担金 917,000

人件費
55,287,000

④
その他の活動
支出

3,540,000

事業区分間
繰入金
828,000

その他の
活動

1,812,000

事業区分間
繰入金
828,000

拠点区分間
繰入金
537,000

拠点区分間
繰入金
537,000

サービス区分間繰入金
363,000

サービス
区分間繰入金

363,000

事業活動資金収支差額③（①-②） 2,617,000
その他の活動資金収支差額⑤（③-④） ▲1,812,000
予備費支出⑥ 795,000
当期資金収支差額合計⑦（③+⑤+⑥） 10,000
前期末支払資金残高⑧ 27,314,000

事業活動による収支

その他の活動による収支

当期末支払資金残高（⑦+⑧）　　27,324,000

上記以外にも医療・介護・福祉・認知症・生活全般について相談対応します。
地域包括支援センターに行けないときは
体調が悪かったり、家族の介護で地域包括支援センターに行けないなどの場合は、地域包括支援センターの職
員が訪問できますので、お気軽にご連絡ください。

例えばこんなことで困ったら

三宅町地域包括支援センター
三宅町伴堂848-1「あざさ苑」内

TEL 0745－43－2522　平日朝８:30から午後5:30
（土日祝日・夜間は留守番電話に用件を残して下さい。）


