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令和 3 年 5月 15日 社  協  だ  よ  り  第８１号（４）
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参加希望の方は、開催日5日前までに
ご連絡をお願いします。
森町社会福祉協議会  ℡　85-5769

料理初心者大歓迎！
メンバーのほとんどが初心者です。
現在、60代～70代の男性9名+女性栄養士1名
で活動中。簡単で美味しい料理を和気あいあい
と実習します。　まずは、おためしから。

新メンバー募集！！
男性料理クラブ「寄りの日」

よ

月1回の料理教室（会場：保健福祉センター２F調理室）
・５月１８日（火）　9：30～12：00
・６月１５日（火）　9：30～12：00　　　　　
・７月２０日（火）　9：30～12：00　（以降も年間計画あり）
持ち物：材料代500円・エプロン・三角巾・マスク・布巾・持ち帰り容器
☆おやつ作りの手伝い等のボランティアを時々行います。

　森町社会福祉協議会が実施している心配ごと相
談所で令和3年度より、弁護士による相談を行うこと
になりました。相談は無料でお受けいたします。

・最近よく聞く、成年後見人制度について
詳しく聞きたい。
・借金は全部返したいが、返済しても元
金がなかなか減らず困っている。
・隣家の枯れ葉が自宅の庭に大量に落ち
てくる。何とかしたい。など

　令和3年3月3日、㈱セ
ブンーイレブン・ジャパン
様から、食料品や生活用
品などの在庫商品を段
ボールで約120箱の御寄
贈をいただき、森町保健福
祉センターで寄贈式が行
われました。
　㈱セブンーイレブン・

ジャパン様では、さまざまな社会問題解決に向けた
取組みへ支援を行っており、地域の社会貢献活動を
推進しています。その一環として、社会福祉協議会を
通して地域に在庫商品を寄贈する活動を開始され、
全国各地の社会福祉協議会に食料品や生活用品を
寄贈されています。
　寄贈式では、同社掛川地区ディストリクトマネー
ジャー 篠原修様から｢地域のためにお役立ていただ
きたい｣との御挨拶をいただきました。
　寄贈された食料品は放課後児童クラブやフードバ
ンク事業を通し生活困窮者世帯へ、日用品等は町内
の福祉施設に配布させていただきました。

この補助金には赤い羽根共同募金配分金が使われています。

　補助金交付には諸
条件がございますの
で、詳細については
森町社会福祉協議会
にお問合せ下さい。

　森町社会福祉協議会では、高齢者がいきいきと暮
らせる豊かな地域福祉を推進するため、町内にて実
施される高齢者ふれあいサロン事業の活動に対し
て、補助金を交付いたします。

相 談 員：弁護士
相談会場：森町保健福祉センター相談室
お申込み：相談は予約制となります。
　　　　　1回の相談は約30分となります。
開 催 日：第1回 令和3年7月13日(火)
　　　　　【予約開始日 6月 1日(火) 申込締切日 6月29日(火)】
　　　　　第2回 令和3年11月9日(火)
　　　　　【予約開始日10月 1日(火) 申込締切日10月26日(火)】
　　　　　第3回 令和4年3月8日(火)
　　　　　【予約開始日 2月 1日(火) 申込締切日 2月22日(火)】
開催時間：13:30～15:30

下記のような相談事等にも対応しています。お気軽に御相談ください。

令和 3年 1月1日～ 4月30日（順不同 敬称略）

●寄付金
　森町社会福祉協議会では、家庭で
余っている食べ物を持ち寄りフードバ
ンクなどに寄付する活動、フードドラ
イブを実施し、1月の運動期間中に町
民の皆様から889点296.7kgの食品
を御寄贈いただきました。
　御寄贈いただいた食品については、NPO法人フードバン
クふじのくにを通して、森町を含めた県内の生活困窮世帯に
届けられます。

への御協力ありがとうございました！！
フードドライブフードドライブ

募金箱設置に御協力お願いいたします!

ユニー株式会社ピアゴ森店 9,354円
匿名 3,000円
天方小学校 175円

森町共同募金委員会では、赤い羽根共同募金の募金箱設
置に御協力いただける企業･店舗･施設を募集しています。

職員急募！
（1）デイサービスセンター介護職員

（2）デイサービスセンター運転手

（3）訪問介護職員

問い合わせ先 森町社会福祉協議会 ☎85-5769 担当 村松

希望日数
の勤務が
可能！

生活の時間
との両立が
可能！

1.
2.
3.
4.

5.

森町もりデイサービスセンター（森町保健福祉センター内）
月曜日～土曜日の内、週3～5日８：３０～１７：１５
高齢者介護
介護資格を有しない方応募可（介護資格取得助成あり）
普通自動車運転免許
資格手当、交通費、賞与年2回（社会保険は就業時間に応じ加入）

勤 務 地
勤務時間
仕事内容
資　　格

その他処遇

1.
2.
3.
4.
5.
6.

時給1,000円
森町もりデイサービスセンター（森町保健福祉センター内）
月曜日～土曜日、８：３０～9：30及び16：30～17：30
デイサービスの送迎車両運転、他
普通自動車運転免許（60才以上の方も可）
交通費、賞与年2回

給 与
勤 務 地
勤務時間
仕事内容
資　　格
その他処遇

1.
2.
3.
4.
5.

6.

時給950円
森町社協ケアサービス（森町保健福祉センター内）
月曜日～日曜日の内、1日数時間から勤務可能
高齢者訪問介護
介護福祉士又は介護職員初任者研修（又は同等資格）
普通自動車運転免許
面談の際ご説明いたします。

給 与
勤 務 地
勤務時間
仕事内容
資　　格

そ の 他



その他の収入, 2,712,000

貸付事業支出, 500,000

人件費支出, 
174,057,000

翌年度繰越金,
99,925,000 

介護保険事業収入, 
155,827,000

前年度繰越金,
95,252,000

予備費, 2,091,000

助成金支出, 2,183,000
その他の活動支出,

7,552,000 

その他の支出,
14,000 

事務費支出, 
16,468,000 事業費支出   

27,613,000 

施設整備等支出,
2,016,000

事業収入, 180,000

寄附金収入, 300,000

会費収入, 4,788,000
その他の活動収入,
11,902,000    

経常経費補助金収入, 
30,075,000    

受託金収入,
29,262,000

貸付事業収入,
 500,000

障害福祉サービス等事
業収入, 1,616,000

受取利息配当金収入,
5,000

社  協  だ  よ  り  第８１号（２）社  協  だ  よ  り  第８１号（３）

共同募金へのご協力、ありがとうございました共同募金へのご協力、ありがとうございました共同募金へのご協力、ありがとうございました
　令和2年度国民たすけあい共同募金（10月１日～12月31日）につきましては、「赤い羽根募金」、「歳
末たすけあい募金」それぞれに町内会、民生委員児童委員協議会の御協力のもと実施することがで
きました。
　募金には町民の皆さまをはじめ、町内事業所、団体の皆さまより、あたたかい多くの御芳志を賜りま
したこと厚くお礼を申し上げます。今回は、令和2年度の結果報告及び令和2年12月19日以降に御寄
付いただいたものをお知らせいたします。

赤い羽根募金　総額　１，６39,492円

連絡先：森町社会福祉協議会
　TEL 85-5769　FAX 85-1294

歳末たすけあい募金　総額　１，095,220円

（以下、順不同称号・敬称は略させていただきます。）

★戸 別 募 金　１，２８4，00０円
★事業所募金　　２24，０００円
★職 域 募 金　　　31,778円
★その他募金　　　 96,997円
　森町保健福祉センター募金箱14,990円　匿名1,395円　匿名1,290円　
　森町郵便局1,222円　森町飯田郵便局534円　介護老人保健施設風の杜募金箱193円
★学 校 募 金　　　  ２，７１７円
　

★戸 別 募 金　　 802，3５０円　
★特 別 募 金　　 ２92，87０円
　金与食堂18,660円　山本さな江13,000円

　ボランティア活動保険は、安心してボランティア活動を行って
いただけるよう、往復途上を含め、ボランティア活動中のケガや
賠償責任について保証するための保険です。加入や詳細につい
ては、森町社会福祉協議会までお問い合わせください。

＊新型コロナウイルス感染防止のため活動変
更・中止している場合があります。詳しくはお
問い合わせください。

「要約筆記 こもれび」
話の内容を要約し文字にして情報を伝えます。
●活 動 日：第3月曜日 13：00～15：00
●活動場所：保健福祉センター
難聴でお困りの方、話の内容がわかります。

ボランティアグループ紹介 様々な場で活躍している森町ボランティア連絡
会に関係するボランティアさんを紹介します。

「わかば（園田デイ）」
利用者さんとお話、お茶出しなど職員のお手伝い。
●活 動 日：都合のつく日 半日程度
●活動場所：園田デイサービスセンター

令和3事業計画及び予算
主な事業・活動

　3 月の理事会、評議員会に
おいて令和 3 年度予算が承認
され、4 月 1 日より新年度が
スタートしました。
　森町社会福祉協議会一般会
計の予算内容を紹介します。

◇法人運営事業 会員加入の推進　理事会･評議員会の開催　各種研修会の開催
◇企画・広報・助成事業 福祉ニーズの把握 住民地域福祉活動への支援 啓蒙資料の作成配布 広報紙｢社協だより｣の発行
 福祉団体の自主的活動の促進と事業費助成　ボランティア育成事業　社会福祉大会の開催
 県社会福祉大会への参加　ホームページによる情報提供
◇福祉活動推進事業 小･中･高校生に対する福祉学習、施設体験の推進
 児童、生徒の福祉活動に対する助成と育成指導
　 遊園地遊具の点検と修理費の助成　介護機器貸出  ふれあい事業用品の貸出
 福祉総合相談事業  心配ごと相談事業　弁護士相談事業 
◇受託事業 児童館・移動児童館運営事業　子育て支援センター・移動子育て支援センター運営事業
 高齢者緊急通報システム整備事業　移動支援事業　結婚相談事業
 介護予防･支援ケアマネジメント事業　生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーターの配置）
◇共同募金事業 共同募金による地域福祉・在宅福祉活動の推進
 歳末たすけあい募金配分金による在宅要援護者の援助推進
◇資金貸付事業 小口福祉資金貸付事業　生活福祉資金貸付受付業務　
◇善意銀行運営事業 寄付金の受付
◇日常生活自立支援事業 福祉サービス利用援助　苦情解決制度の利用援助　住宅改造・居住家屋の貸借・日常生活上の消費
 契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助等
◇成年後見支援事業 成年後見事業実施機関としての体制整備　成年後見制度相談事業　中核機関検討委員会
◇生活困窮者自立相談支援事業 生活困窮者に対して自立のための相談・就労支援、家計相談支援、一時生活支援、学習支援
 住居確保給付金の相談・受付業務
◇介護保険事業 居宅介護支援事業　訪問介護事業　通所介護事業　介護予防･日常生活支援総合事業
◇障害者総合支援事業 居宅介護事業
◇その他の事業 県社会福祉協議会等の実施する事業への協力、連絡調整　町行政福祉諸事業への参加協力
 民生委員児童委員協議会活動及び定例会等への参加　災害ボランティア本部運営　
 移動支援調整　生活支援調整　タクシークーポン券の販売取扱
 各種福祉団体への支援（事務局）　その他必要な事業の実施

支出 332,419,000円 

収入 332,419,000円 

「森町鍼灸マッサージ師会」
町内視覚障がい者の鍼灸師グループ。
福祉施設へ訪問し、無料施術を行います。
●活 動 日：年数回
●活動場所：町内施設
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 児童、生徒の福祉活動に対する助成と育成指導
　 遊園地遊具の点検と修理費の助成　介護機器貸出  ふれあい事業用品の貸出
 福祉総合相談事業  心配ごと相談事業　弁護士相談事業 
◇受託事業 児童館・移動児童館運営事業　子育て支援センター・移動子育て支援センター運営事業
 高齢者緊急通報システム整備事業　移動支援事業　結婚相談事業
 介護予防･支援ケアマネジメント事業　生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーターの配置）
◇共同募金事業 共同募金による地域福祉・在宅福祉活動の推進
 歳末たすけあい募金配分金による在宅要援護者の援助推進
◇資金貸付事業 小口福祉資金貸付事業　生活福祉資金貸付受付業務　
◇善意銀行運営事業 寄付金の受付
◇日常生活自立支援事業 福祉サービス利用援助　苦情解決制度の利用援助　住宅改造・居住家屋の貸借・日常生活上の消費
 契約及び住民票の届出等の行政手続に関する援助等
◇成年後見支援事業 成年後見事業実施機関としての体制整備　成年後見制度相談事業　中核機関検討委員会
◇生活困窮者自立相談支援事業 生活困窮者に対して自立のための相談・就労支援、家計相談支援、一時生活支援、学習支援
 住居確保給付金の相談・受付業務
◇介護保険事業 居宅介護支援事業　訪問介護事業　通所介護事業　介護予防･日常生活支援総合事業
◇障害者総合支援事業 居宅介護事業
◇その他の事業 県社会福祉協議会等の実施する事業への協力、連絡調整　町行政福祉諸事業への参加協力
 民生委員児童委員協議会活動及び定例会等への参加　災害ボランティア本部運営　
 移動支援調整　生活支援調整　タクシークーポン券の販売取扱
 各種福祉団体への支援（事務局）　その他必要な事業の実施

支出 332,419,000円 

収入 332,419,000円 

「森町鍼灸マッサージ師会」
町内視覚障がい者の鍼灸師グループ。
福祉施設へ訪問し、無料施術を行います。
●活 動 日：年数回
●活動場所：町内施設



第 ８１ 号
〒437-0215 静岡県周智郡森町森 50-1

電話 （0538）85-5769　FAX （0538）85-1294
ホームページ http://www.mori-shakyou.com/

社会福祉法人森町社会福祉協議会

令和 3 年 5月 15日 社  協  だ  よ  り  第８１号（４）

心配ごと相談所で
弁護士相談を開始します
心配ごと相談所で

弁護士相談を開始します
心配ごと相談所で

弁護士相談を開始します
㈱セブン-イレブン･ジャパン様
から商品の御寄贈いただきました
㈱セブン-イレブン･ジャパン様
から商品の御寄贈いただきました
㈱セブン-イレブン･ジャパン様
から商品の御寄贈いただきました

参加希望の方は、開催日5日前までに
ご連絡をお願いします。
森町社会福祉協議会  ℡　85-5769

料理初心者大歓迎！
メンバーのほとんどが初心者です。
現在、60代～70代の男性9名+女性栄養士1名
で活動中。簡単で美味しい料理を和気あいあい
と実習します。　まずは、おためしから。

新メンバー募集！！
男性料理クラブ「寄りの日」

よ

月1回の料理教室（会場：保健福祉センター２F調理室）
・５月１８日（火）　9：30～12：00
・６月１５日（火）　9：30～12：00　　　　　
・７月２０日（火）　9：30～12：00　（以降も年間計画あり）
持ち物：材料代500円・エプロン・三角巾・マスク・布巾・持ち帰り容器
☆おやつ作りの手伝い等のボランティアを時々行います。

　森町社会福祉協議会が実施している心配ごと相
談所で令和3年度より、弁護士による相談を行うこと
になりました。相談は無料でお受けいたします。

・最近よく聞く、成年後見人制度について
詳しく聞きたい。
・借金は全部返したいが、返済しても元
金がなかなか減らず困っている。
・隣家の枯れ葉が自宅の庭に大量に落ち
てくる。何とかしたい。など

　令和3年3月3日、㈱セ
ブンーイレブン・ジャパン
様から、食料品や生活用
品などの在庫商品を段
ボールで約120箱の御寄
贈をいただき、森町保健福
祉センターで寄贈式が行
われました。
　㈱セブンーイレブン・

ジャパン様では、さまざまな社会問題解決に向けた
取組みへ支援を行っており、地域の社会貢献活動を
推進しています。その一環として、社会福祉協議会を
通して地域に在庫商品を寄贈する活動を開始され、
全国各地の社会福祉協議会に食料品や生活用品を
寄贈されています。
　寄贈式では、同社掛川地区ディストリクトマネー
ジャー 篠原修様から｢地域のためにお役立ていただ
きたい｣との御挨拶をいただきました。
　寄贈された食料品は放課後児童クラブやフードバ
ンク事業を通し生活困窮者世帯へ、日用品等は町内
の福祉施設に配布させていただきました。

この補助金には赤い羽根共同募金配分金が使われています。

　補助金交付には諸
条件がございますの
で、詳細については
森町社会福祉協議会
にお問合せ下さい。

　森町社会福祉協議会では、高齢者がいきいきと暮
らせる豊かな地域福祉を推進するため、町内にて実
施される高齢者ふれあいサロン事業の活動に対し
て、補助金を交付いたします。

相 談 員：弁護士
相談会場：森町保健福祉センター相談室
お申込み：相談は予約制となります。
　　　　　1回の相談は約30分となります。
開 催 日：第1回 令和3年7月13日(火)
　　　　　【予約開始日 6月 1日(火) 申込締切日 6月29日(火)】
　　　　　第2回 令和3年11月9日(火)
　　　　　【予約開始日10月 1日(火) 申込締切日10月26日(火)】
　　　　　第3回 令和4年3月8日(火)
　　　　　【予約開始日 2月 1日(火) 申込締切日 2月22日(火)】
開催時間：13:30～15:30

下記のような相談事等にも対応しています。お気軽に御相談ください。

令和 3年 1月1日～ 4月30日（順不同 敬称略）

●寄付金
　森町社会福祉協議会では、家庭で
余っている食べ物を持ち寄りフードバ
ンクなどに寄付する活動、フードドラ
イブを実施し、1月の運動期間中に町
民の皆様から889点296.7kgの食品
を御寄贈いただきました。
　御寄贈いただいた食品については、NPO法人フードバン
クふじのくにを通して、森町を含めた県内の生活困窮世帯に
届けられます。

への御協力ありがとうございました！！
フードドライブフードドライブ

募金箱設置に御協力お願いいたします!

ユニー株式会社ピアゴ森店 9,354円
匿名 3,000円
天方小学校 175円

森町共同募金委員会では、赤い羽根共同募金の募金箱設
置に御協力いただける企業･店舗･施設を募集しています。

職員急募！
（1）デイサービスセンター介護職員

（2）デイサービスセンター運転手

（3）訪問介護職員

問い合わせ先 森町社会福祉協議会 ☎85-5769 担当 村松

希望日数
の勤務が
可能！

生活の時間
との両立が
可能！

1.
2.
3.
4.

5.

森町もりデイサービスセンター（森町保健福祉センター内）
月曜日～土曜日の内、週3～5日８：３０～１７：１５
高齢者介護
介護資格を有しない方応募可（介護資格取得助成あり）
普通自動車運転免許
資格手当、交通費、賞与年2回（社会保険は就業時間に応じ加入）

勤 務 地
勤務時間
仕事内容
資　　格

その他処遇

1.
2.
3.
4.
5.
6.

時給1,000円
森町もりデイサービスセンター（森町保健福祉センター内）
月曜日～土曜日、８：３０～9：30及び16：30～17：30
デイサービスの送迎車両運転、他
普通自動車運転免許（60才以上の方も可）
交通費、賞与年2回

給 与
勤 務 地
勤務時間
仕事内容
資　　格
その他処遇

1.
2.
3.
4.
5.

6.

時給950円
森町社協ケアサービス（森町保健福祉センター内）
月曜日～日曜日の内、1日数時間から勤務可能
高齢者訪問介護
介護福祉士又は介護職員初任者研修（又は同等資格）
普通自動車運転免許
面談の際ご説明いたします。

給 与
勤 務 地
勤務時間
仕事内容
資　　格

そ の 他


