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=南小学校区の学童クラブ「よつばキッズ」が通年開設になりました=

　学童クラブは、平日の放課後と学校休業期間中、子ども達が安全に楽しく過ごすこと
のできる居場所です。また、このことにより保護者や家族の方が安心して仕事等に専念
できるよう支援しています。
　社会福祉協議会では、よつばキッズを含む７か所の通年開設のクラブと１か所の夏休
み期間のみ開設するクラブを運営しています。
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　南小学校開校に伴い、昨年の夏休みから長期休業期間のみ開設を始めた学童クラ
ブよつばキッズです。この４月から年間を通して開設するクラブとなりました。写
真は、春休みに開設場所の克雪管理センターで、みんなでゲームを楽しんでいると
ころです。



科目別 平成26年度 平成25年度 増　減
会費収入 9,600 9,600 0
寄附金収入 2,000 2,000 0
補助金収入 70,205 67,729 2,476
受託金収入 58,335 58,418 △ 83
事業収入 22,130 18,907 3,223
貸付事業等収入 698 698 0
共同募金配分金収入 12,203 15,573 △ 3,370
介護保険収入 287,845 279,711 8,134
自立支援費等収入 14,650 14,650 0
利用料収入 4,254 4,020 234
雑収入等 3,639 3,039 600
前期末支払資金残高 132,060 184,195 △ 52,135

合　　　計 617,619 658,540 △ 40,921

経理区分別 平成26年度 平成25年度 増　減
法人運営 46,999 46,863 136
社会福祉総合推進事業 52,032 47,771 4,261
放課後児童健全育成事業 40,731 35,400 5,331
共同募金配分事業 12,203 15,573 △ 3,370
善意銀行事業 10,984 8,902 2,082
資金貸付事業 5,418 5,187 231
居宅介護等事業 89,558 80,484 9,074
デイサービス事業 239,356 300,923 △ 61,567
居宅介護支援事業 54,698 53,749 949
地域包括支援センター事業 30,355 27,388 2,967
福祉センター等管理運営事業 35,285 36,300 △ 1,015

合　　　計 617,619 658,540 △ 40,921

科目別 平成26年度 平成25年度 増　減
就労支援事業収入 7,212 6,712 500 
受託事業収入 16,690 13,690 3,000 
自立支援費収入 34,772 34,486 286 
雑収入等 2,178 1,796 382 
前期末支払資金残高 22,552 11,544 11,008 

合　　　計 83,404 68,228 15,176 

経理区分別 平成26年度 平成25年度 増減
就労継続支援事業 64,980 53,090 11,890 
地域活動支援センター事業 8,844 8,844 0 
相談支援事業 9,580 6,294 3,286 

合　　　計 83,404 68,228 15,176 

【一般会計】

【さつき工房特別会計】 【さつき工房特別会計】

【一般会計】（単位：千円） （単位：千円）

〈資金収支予算総括表〉平成26年度
収 入 支 出

平成26年度
小千谷市社会福祉協議会
事業計画・予算

　今年度も皆さまのご協力により、各種事業を進めてま
いります。誰もが自分らしく安心して暮らすことができ
る地域づくりのため、市民の皆さまのご協力をよろしく
お願いいたします。

■事業計画（主な内容）

ふれあい支えあう地域づくりの推進
○福祉会推進事業
○地域福祉活動助成金交付事業
○生活支援サービス事業
・男性のための安心介護教室
・「あちこたネットおぢや」の設立（新）、サポーター養成講座

○子育てを支援する活動
・学童クラブの運営、南部学童クラブの通年開設（新）
・児童遊園地遊具等整備費補助事業の実施
・危険防止標識交付事業の実施
・卒園記念品贈呈事業
・こんすけ基金事業

地域生活を支える福祉サービスの実施
○介護保険事業の実施
・訪問介護サービス事業・通所介護サービス事業（サンラック
おぢや・みなみ）・居宅介護支援事業（ケアプラン作成等）

○地域包括支援センター事業の受託
・総合相談、権利擁護、介護予防ケアマネジメント等
○障害者福祉サービス事業の実施
・居宅介護・行動援護・移動支援・日中一時支援事業等
・就労継続支援Ｂ型事業・地域活動支援センター事業・相談支
援事業

○福祉施設の管理運営
・総合福祉センターサンラックおぢや、地域福祉センターみな
み及び克雪管理センター、障害者支援センターさつき工房、
ひさだ・はうす

地域福祉を進める社協の基盤整備
○会員会費制度の理解と加入促進
○わかりやすい社協情報の提供
・ホームページのリニューアル、福祉カレンダーの発行等
○ネットワーク機能の強化
・協力員懇談会の開催等
○地域福祉活動計画評価委員会の開催（新）
○共同募金運動への協力

安心と自立を支援する活動
○困っている人を支援する活動
・ふれあい福祉センター相談所・資金貸付事業・日常生活自立
支援事業の実施、生活支援員養成講座の開催（新）
・除雪費助成事業・緊急災害見舞金給付事業の実施
○高齢者を支援する活動
・配食サービス事業・男性料理教室・火災予防見守り安心事業
・介護予防普及啓発事業・デイホーム「だんらん」の実施
・ひとり暮らし高齢者の会「あけびの会」事業の実施・介護者
の会事業の実施
○障がい者を支援する活動
・リフト付自動車貸出し事業
・ふれ愛クリスマス会の開催

いたわりとやさしさのあるボランティアの育成
○ボランティアセンター事業
・各種入門講座等の開催、ボランティア連絡協議会の支援
・福祉フェスティバル、市民ふれあい交流事業の開催
○福祉教育推進事業
・社会福祉普及校事業、福祉人材育成
○企業等との連携強化

②



社協情報コーナー

小千谷市社会福祉協議会の
ホームページをリニューアルしました！

　社協の役割や事業の紹介、イ
ベントのお知らせ等、盛りだく
さん内容になっています。
　サンラックおぢやの施設利用
許可申請書も入手できますので
ご利用ください。

http://oj-shakyo.jp/

【預託金】
　平成26年３月１日～３月31日までのご寄附で
す。順不同・敬称略させていただきます。
◎㈱エヌ・エム・アイ城内薬局
　福祉のために…………………………69,700円
◎㈱エヌ・エム・アイ小千谷調剤薬局
　福祉のために…………………………84,400円
◎名入りタオル販売収益金……………11,100円
◎匿名１件………………………………… 850円

　当会に対する福祉サービスに関する苦情受付
はありませんでした。希望もしくは要望件数は
２件でした。
・サービス・事業に関すること　２件
・社会福祉協議会に関すること　０件
・第三者委員による調整件数　　０件

　今年度も、皆さまからの声を真摯に受けと
め、よりよい福祉サービスの提供と地域福祉の
推進に努めてまいります。

平成25年度苦情解決制度の報告

5月
ふれあい福祉センター相談所

仕事、家族、お金の悩みなど…
　　私たちに話してみませんか？

サンラックおぢや（3階：第3研修室）
ふれあい相談員がお待ちしています

相談無料

心配ごと相談 午前9時30分～11時30分

午後1時30分～4時30分

5月1日㈭、8日㈭、13日㈫、15日㈭
20日㈫、22日㈭、27日㈫、29日㈭

弁護士による法律相談
5月14日㈬、28日㈬

午後1時30分～4時

社会保険労務士による年金相談
5月7日㈬

午前10時～午後3時5月10日㈯

※法律・年金相談は予約制です

会場：片貝総合センター
当日会場にて予約

会場

☎83-2340

①61歳で80万円を
もらえる男性が、
60歳からもらう
と年金は130万円
に増えます。

②人工弁、人口肛門
手術後1年くらい
で亡くなっても、
今から障害年金が
もらえる？

善意をありがとう

さつき工房芽咲庵さつき工房芽咲庵
西脇正久さん絵画展～小千谷を描く～

第３弾

　市報おぢやの表紙などでおなじみの、西脇正久さ
んが描かれた市内風景画展を開催します。入場無料
ですので、気軽にお立ち寄りください。

◆期　日：4月30日㈬から5月30日㈮
　　　　※日曜、祝日はお休みします
◆時　間：午前10時から午後3時30分

［お問い合わせ］
〒947-0026　小千谷市上ノ山1-2-15

小千谷市障害者支援センターさつき工房
電話：82-0403　ＦＡＸ：82-0430
E-Mail：o-satuki@nextsafety.jp

③

＊からだイキイキしませんか＊

＊陽だまりサロンのお知らせ＊

　高齢の方や介護をされてい
る方等、日頃の疲れを癒しま
せんか？
　羽鳥整体様による手技が無
料で受けられます。
●日時：5月22日㈭午前9時～正午※当日予約制
●会場：サンラックおぢや２階　会議室

　介護をしている方同士で、
悩み相談や情報交換をしてみ
ませんか。陽だまりサロンで
は、介護者の会会員の皆様が
楽しくおしゃべりしながらリ
フレッシュされています。
●日時：５月22日㈭午前９時～午後３時
●会場：サンラックおぢや２階　相談室



手話を学び､
視野を広げましょう。

老若男女､年齢は問いません。
皆さんの参加を
お待ちしています

入門手話講座
受講生募集昼の部

全 8回
5 月 14日㈬

21日㈬
28日㈬

6月 4日㈬
11日㈬
18日㈬
25日㈬

7月 2日㈬
●時　間 午後1時30分～3時
●会　場 小千谷市民会館
●講　師 手話サークルあじさい会
●受講料 無　料
●締切り５月７日㈬

夜の部

全 8回
5 月 12日㈪

19日㈪
26日㈪

6月 2日㈪
9日㈪
16日㈪
23日㈪
30日㈪

●時　間 午後7時30分～9時
●会　場 小千谷市民会館
●講　師 小千谷手話サークル
●受講料 無　料
●締切り５月７日㈬

■お申し込み・お問い合わせ　社会福祉協議会にご連絡ください。
　☎83-2340（サンラックおぢや内）小千谷市大字桜町5140番地
■主　催　小千谷市社会福祉協議会・小千谷手話サークル・手話サークルあじさい会

※申込みのみであれば土、日、祝日も受付けています。お問い合せの場合は平日にお願いします

2014年小千谷ひわまり号を走らせる会は

長野県安曇野へ行きます！長野県安曇野へ行きます！
日　時

募　集

日　時

参加費

募　集

募集
開始日

参加費

募集
開始日

6月21日㈯ 午前7時30分頃
各地出発

80名
大人6,500円、小学生以下5,000円
※バス料金、入館料、昼食代、行事保険料、写真代含みます。

4月25日㈮より
定員になり次第締め切ります。

◎参加希望の方は申込用紙に代金を添えて、サンラックおぢやで申し込んでください。
◎電話での申込みは受け付けません。参加申込書はサンラックおぢやにあります。

お申し込み・お問い合わせ先

サンラックおぢや
☎83-2340

小千谷市ボランティアセンター

深緑うるわしい♥

　北アルプスの山々に囲まれたちひろ美術館、わさび園に寄
ります。天候が良ければあやめ公園で花を見て、もちろん必
須のお土産処にも！１時間に１回トイレ休けいのある旅、
ゆっくりバスに揺られて行ってきましょう。

安曇野安曇野安曇野安曇野安曇野へへへへへ行行行行行行行行行行行きます！きます！きます！きます！きます！きます！きます！きます！きます！きます！きます！きます！きます！

大人6,500円、小学生以下5,000円大人6,500円、小学生以下5,000円
※バス料金、入館料、昼食代、行事保険料、写真代含みます。 お申し込み・お問い合わせ先

サンラックおぢや
小千谷市ボランティアセンター

　北アルプスの山々に囲まれたちひろ美術館、わさび園に寄　北アルプスの山々に囲まれたちひろ美術館、わさび園に寄　北アルプスの山々に囲まれたちひろ美術館、わさび園に寄　北アルプスの山々に囲まれたちひろ美術館、わさび園に寄
ります。天候が良ければあやめ公園で花を見て、もちろん必ります。天候が良ければあやめ公園で花を見て、もちろん必
須のお土産処にも！１時間に１回トイレ休けいのある旅、

ボランティアセンターコーナー

「社協だより」などの広報誌を

読むことが困難
な方のための

テープ会員募集
のお知らせ

　声のボランティアグループ
「虹の会」・「おりづる」では、
「社協だより」や「市報おぢ
や」、「小千谷新聞」などを朗読
録音し、視覚に障害を持つ
テープ会員のもとへカセット
テープを無料で発送していま
す。この活動は30年近く続い
ています。
　新たにテープ会員の登録を
ご希望の方は、下記までご連
絡ください。

〈お問い合わせ〉
小千谷市ボランティアセンター
（サンラックおぢや内）

☎83-2340

④


