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平成29年度

社会福祉法人 羽島市 社会福祉協議会事業計画・予算
基本理念

前期末支払資金残高（繰越金）充当 21,984千円
サービス区分間繰入金収入 2,155千円

住民参加と協働による福祉のまちづくりの推進

会費収入 14,300千円

拠点区分間繰入金収入2千円
事業区分間繰入金収入1千円

人間性の尊重と自己実現のための環境整備

寄付金収入 502千円

先駆的な取り組みへの挑戦

経常経費補助金収入 26,303千円

その他の収入928千円
受取利息配当金収入198千円

受託金収入 1,360千円

障害福祉サービス等事業収入
46,886千円

収 入

事業収入 176千円
負担金収入 839千円

計225,583千円

児童福祉事業収入
16,075千円

主な事業
地域福祉活動の推進並びに
要支援世帯等の福祉の向上

介護保険事業収入
93,874千円

●小地域福祉活動計画の策定

●福祉総合相談の実施

●地域に埋もれた力を発掘する取り組み

●地域包括支援センターの運営

●困りごとの解決につなげる人キャンペーンの実施

●居宅介護支援事業

●生活支援体制整備事業

●発達相談支援事業

●福祉会活動の推進

●介護相談員派遣事業

●社会福祉委員の組織化

●日常生活自立支援事業

●社協役員研修の実施
●ふれあいサロン活動の支援

▲福祉体験講座の開催

介護予防支援事業
13,647 千円

●「社協はしま」の発行

●支部社会福祉協議会メニュー事業

●ホームページの運営

●夏まつり子どものつどいの開催

●社会福祉大会の開催

▲ふれあいサロンボランティアのための研修会

●生活福祉資金貸付事業への協力

●社協情報の発行

法人運営事業 54,606 千円

●羽島市地域子育て支援拠点事業

支 出

計225,583千円
居宅介護支援事業 21,591 千円

生活福祉資金貸付事業
1,815 千円
福祉サービス利用援助事業
1,134 千円
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発達相談支援事業（受託） 10,612 千円
発達相談支援事業（指定） 5,995 千円
羽島市児童センター事業 11,946 千円

在宅福祉サービスの提供

●羽島市発達支援研修会の開催

●福祉機器の貸出事業

●地域介護予防活動支援事業

●福祉車両の貸出事業

福祉教育の推進
●大人と共に学ぶ福祉体験講座の開催

生活支援体制整備事業 1,324 千円

3

●福祉団体等への助成

●福祉協力校事業

児童通所支援事業 30,529 千円
地域ふれあい交流事業 2,545 千円
介護相談員派遣事業 1,498 千円
地域子育て支援拠点事業 4,132 千円

広報・啓発活動

●ふれあい訪問活動事業

共同募金配分金事業
11,065 千円

地域包括支援センター事業
53,144 千円

福祉サービス等の適切な
利用のための支援

通所施設の運営
●発達支援センター
（羽島市発達支援センター「発達教室もも」）事業

●児童センター
（羽島市児童センター）事業

ボランティア活動の推進
●ボランティアの相談・調整等について
●ボランティア活動保険並びに行事用保険への加入促進
●ボランティアグループへの助成
●障がい者福祉施設と地域住民の交流
●みんなの居場所づくり
●災害救援ボランティアセンター運営訓練

▲介護予防のための取り組み
社協はしま
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平成
２9年度
【内

容】「コグニサイズ」で認知症予防！

～いつまでもいきいき暮らしていくために
認知症予防に取り組みましょう～
認知症予防の話・自宅で行えるコグニサイズやエクササイ
ズ（ストレッチ体操やゴムバンドを使用した筋トレ）などを
行います。昨年度好評に付き、今年度は各コミュニティセン
ターで２回ずつ開催します。

日

程

5/15
（月）
・ 7/24
（月）
5/22
（月）
・ 7/ 3
（月）
6/ 8
（木）
・ 8/ 3
（木）
6/23
（金）
・ 8/25
（金）
9/ 7
（木）
・11/ 9
（木）
9/26
（火）
・10/24
（火）
10/16
（月）
・11/20
（月）
12/ 5
（火）
・ 2/ 6
（火）
12/19
（火）
・ 2/20
（火）
1/12
（金）
・ 3/16
（金）
1/24
（水）
・ 3/14
（水）

コミュニティセンター
足
近
正
木
竹
鼻
小
熊
竹 鼻 南
上
中
江 吉 良
桑
原
堀
津
はしま
（下中）
福
寿

“コグニサイズ”って？
運 動と認 知 課 題
（計算、しりとりなど）
を組 み 合 わ せた、認
知症予防を目的とし
た運動のことです。

時

間

全ての会場
13：30 ～ 15：00

※お住まいの地区にかかわらず、どこの会場でも参加できます。

【対 象 者】65歳以上の方
【参 加 費】無料
【持 ち 物】タオル、飲み物、動きやすい服装
※事前申込の必要はなく、当日、会場にて受付があります。お気軽にお越しください。
ご自宅でも継続して実施できるようゴムバンドは教室終了後、お持ち帰りいただきます。
ご不明な点は、地域包括支援センター（下記）までご連絡ください。

地域包括支援センターでは、
高齢者のみなさんの介護、健康
や福祉、医療に関するご相談を
受け付けています。
お気軽にお電話ください ! !

羽島市地域包括支援センター
（高齢者総合相談センター）

1394-2521
羽島市福祉ふれあい会館内
社協はしま
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わが街の

ボランティアさん

羽島市内で “いきいき” と活動中の
ボランティアグループを紹介します。

ボランティアグループ 「若葉会」
若葉会は、約8年前にマジックや舞踊、バルー
ンアートなどの趣味や特技を持つ仲間で結成した
グループで、現在は12名で活動されています。
羽島市や岐阜市、一宮市などにある高齢者福祉
施設やふれあいサロンで、毎月10～15回程、演
芸を通したふれあいをしています。

次から次へとマジックが
展開されますが、なかなか種を
見抜くことができず、
驚かされるばかりです。

素敵な着物姿で
日本舞踊を披露
してくださり、
凛々しい踊りに
見入ってしまいます。

高齢者福祉施設で働いています。
時々、レクリエーションの時間に、
マジックの披露や三味線の演奏な
どをしてもらえるボランティアを
お願いしたいと考えています。ボ
ランティアを紹介し
てもらうことはでき
ますか？

5
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いぬ、ハート、花などが
バルーンアートでできると、
「わー！かわいい」
と歓声があがります。

楽しい曲なので、
歌の中に出てくる
「♪あら、ヨイヨイ」を
おもわず一緒に歌って
しまいます。
【代表者より一言】
これからも利用者のみなさんと一緒に、
“にこにこ”できるように楽しく活動してい
きたいです。

ボランティアセンターは、ボランティア活動をし
たい人や、ボランティアを必要としている人の相談
に応じ、橋渡しをしている窓口です。
そのため、希望日時や場所などについて伺い、ボ
ランティアセンターに登録しているボ
ランティアに問い合わせたり、ボラン
ティアを募集したりして、活動可能な
人がいれば紹介します。ただし、内容
によっては、他の方法を考え、情報提
供させていただくこともあります。

発達支援センター
発達支援センターには「発達教室もも」と「相談室もも」があります。お子さんが健やかに
発達していくことを願い外来相談・発達指導・家族支援を行っています。
☆お誕生から小学校入学までの６年間は著しく成長・発達する時期です。だからこそ発達の
心配や気になる行動をそのままにしないことが大切です。
☆お子さんが無理なく生き生きと発達できるよう、発達支援センターがお手伝いします。

－
「相談室もも」では－
お子さんの発達についての相談をお受けしています
ことばの心配
ことばが遅い
ことばが増えない
● 会話ができない
● あまり話さない
● 発音が不明瞭
● どもる
等
●
●

気になる行動

落ち着きがない
よく泣く
● やんちゃやかんしゃくが多い
● こだわりが強い
● あまり反応がない
● 集団生活になじめない
等

▲何でもご相談ください

●

あそびの心配

●

運動発達の心配
なかなか歩かない
よく転ぶ
● 手先が不器用
等
●
●

相談日時 月曜日から金曜日

９時から15時まで

☆要予約 電話でご予約ください

1（058）392-6125

相談場所 羽島市福寿町浅平3丁目25番地
羽島市福祉ふれあい会館3階
羽島市発達支援センター

おもちゃであまり遊ばない
次々にあそびを変える
● 呼んでも振り向かない
● 同じことばかりを繰り返す
● 一人で遊ぶことが多い
● 相手をしにくい
等
●
●

◎28年度の利用状況
・105人のお子さんに週１～２
回の発達支援を行いました。
・延べ514件の発達や育児に関
する相談を受けました。

社協はしま
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ン
セ
ター
童

児 だより

七夕会

はっぴーサロンコーナー
● おやこでクッキング

みんなで楽しく作りましょう♪

【日
【場
【内
【講
【対

【日時】7月7日（金）10:30～11:30
【場所】児童センター

アリーナ

時】6月9日（金）9:45～11:45
所】羽島市福祉ふれあい会館2階 調理室
容】フライパンで簡単にローストビ
ーフとラタトゥイユ作り

【内容】七夕かざりをつくろう

師】吉田佳子先生
象】乳幼児と保護者

【申込期間】6月9日（金）～20日（火）

【定 員】15組
【参加費】1組500円
【申込期間】5月16日（火）～24日（水）
将来、子育て支援活動に携わりたい方も見学（体
験）していただけます。お気軽にお問い合わせく
ださい。

【対象】乳幼児と保護者
【定員】50組
【参加費】無料

はしま子育て支援チームの活動
「ほっとブレイクデー」

【日時】５月10日(水)･6月14日(水)
10:00～12:00
【場所】児童センター 図書室
・コーヒーまたは紅茶とパンのセットで
130円です。

「子育て講座」

【日時】5月25日（木）･6月22日（木）
10:30～11:30
【場所】羽島市福祉ふれあい会館2階
【講師】三神廣子先生
お問合せ：☎090-3447-8082（馬場）
お気軽にご参加ください。
▲昨年度の「おやこでクッキング」の様子

● 子どもと歯のおはなし

歯を大切にしましょう！

【日
【場

時】6月7日（水）10:30～11:30
所】児童センター 図書室

【内

容】アンパンマンのパネルシアター

【講
【対

とはみがき指導
師】馬場まさ子先生
象】乳幼児と保護者

【参加費】無料
事前申込は不要です。ご自由にご参加ください。
7
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全てのお申込みについて
開館時間内に、各専用申込用紙に記入して児
童センター事務室の申込箱に入れてください。
1グループ2組までお申し込みになれます。
※定員以上の申込みがあった場合は、公開抽選
を行います。
お申し込み・お問い合わせは

羽島市児童センター（羽島市福祉ふれあい会館4階）

1391－1226

FAX391－1622

e-mail : jidokan@hashima-shakyo.or.jp
インターネットURL http://hashima-shakyo.or.jp/jidokan/

休館日：毎週月曜日、第１･3日曜日、祝日

自分の住む地域などで、介護予防の場を立ち上げ、
運営する人を養成することを目的に開催します。

情 報

実施日

6月29日～8月17日の毎週木曜日（全8回）

6月15日（木）

ボランティア活動をしてい
ます。

データを掲載しています。

いずれも詳細は、羽島市

社会福祉協議会（☎３９１

０６３１）までお問い合
わせください。

「ふれあいとやすらぎの

ある福祉のまちづくり」を

あったかハート

日まで）

◆一般寄付 （敬称略）

日から４月

ぎふしん愛の募金

（２月

至名神岐阜
羽島
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改定されました。
加入者全員に羽島市福祉

解とご協力をお願いいたし

このグループが音訳した、 推進していくために、ご理

本紙のカセットテープを貸

ボランティアセンター（羽
島市社会福祉協議会）より

ます。

申込締切

ありがとう！

出しています。また、本会

電 話（☎391-0631）
または直接お越しに
なり、お申し込みくだ
さい。

のホームページにも音訳の

１００円の助成があります。

本紙が
音訳されています

申込方法

社協はしま

〜安心して活動するために〜

ボランティア活動保険
ボランティア活動中の
様々な事故によるケガや賠
償責任を補償します。

「音訳サークルはしま」

のある方へ情報提供をする

お願い

社協会費にご協力を
お願いします

羽島市社会福祉協議会で

は、住民一人ひとりが地域

の福祉に参加し、福祉のま

ちづくりを行うという考え

から積極的な福祉活動への

参加と社協会費の納入をお

願いしております。

I.Ｃ

至岐阜羽島駅

一般会費は１口６００円、

特別会費は１口１，０００

円、法人・事業所・団体会

1F

羽島市社会福祉協議会事務局
羽島市福祉ボランティアセンター
ふれあい介護支援センター
羽島市地域包括支援センター

浅平東
Ｐ
公園 羽島市いきいき元気館

●保険料（基本タイプ）

場 羽島市福祉ふれあい会館 ほか

－

費は１口３，０００円です。

地域福祉活動センター

竹鼻交番

は、文字や文章などの情報

※コグニサイズについては、4ページを参照ください。

15

2F

駐車場
Ｐ

3F

Ｐ

羽島市発達支援センター
発達教室もも・相談室もも

Ｎ

Ａプラン ３５０円

介護予防の必要性、介護予防を目的とした体操
やコグニサイズなどを学ぶ

16

羽島市児童センター

羽島市福祉ふれあい会館

4F

羽島
市民会館

車いす利用者
駐車場

参加費 無料

20名（先着順）
定 員

羽島市福祉ふれあい会館 案内

至岐阜

案内図

を音声化し、視覚に障がい

講座修了後に、介護予防の場の設置に向けた話
し合いや運営に携われる方

ふれあい
インフォメーション

介護予防ボランティア
養成講座

Ｂプラン ５１０円

会

年度から保険料が

間 9時30分～11時30分

※平成

時

29

象

対

容

内

INFORMATION
F U R E A I

