
　ペタンクとは、目標球にボールを投げ合って、相手より近づけることで得点を競うスポーツで県内の老
人クラブでは、盛んに行われています。山武地区や県の大会もあり、今年こそは生き生きクラブも参加し
たいという声が上がり、大網白里市の方に教えていただきながら挑戦してみました。
　初めての競技でうまくできないこともありましたが、交流を深め、楽しく競技することができました。

〒289-1727 千葉県山武郡横芝光町宮川11902    TEL 0479-80-3611  FAX 0479-80-3651
E-mail  info@yokoshibahikarishakyo.jp    http://www.yokoshibahikarishakyo.jp/

よこしばひかり
Y O KO S H I B A H I K A R I  Y O KO S H I B A H I K A R I  

社
協 2021.8.1

47号

生き生きクラブ 
初めて、ペタンクに挑戦‼

号号



会費  3,281,500

人件費
77,250,449

支出計

105,197,303
収入計

118,607,538

【収入】 【支出】

事業費
11,754,543

事務費
3,259,195

貸付事業
1,820,000

共同募金配分金事業
4,081,000

助成金  3,360,000

小川基金・福祉基金積立金資産
202,126

退職手当積立金
3,469,990

経営経費補助金
39,932,000

寄附金  199,475

助成金
66,000

共同募金
配分金
4,081,000

受託金
24,720,994

貸付事業  1,530,000事業  1,038,200

小川基金取崩
830,000

受取利息
配当金
7,570

前期末支払
資金残高
14,980,862

令和2年度 決算 （単位：円）

退職手当積立金取崩
27,939,937

支出計

75,424,000

収入計

75,424,000

【収入】 【支出】
会費  3,225,000

事業費
11,969,000

事務費
3,763,000

貸付事業
5,900,000

共同募金配分金事業費
4,190,000

助成金  4,357,000

小川基金・福祉基金
積立金資産
350,000

その他による
活動費 2,397,000

積立資産 533,000

予備費 
500,000

人件費
41,465,000

寄附金  350,000

助成金
66,000

経営経費補助金
40,603,000

受託金
16,729,000

貸付事業
5,900,000

共同募金配分金
4,190,000

事業  1,042,000

受取利息配当金  60,000
小川基金取崩  875,000
前期末支払資金残高  2,384,000

令和3年度 予算 （単位：円）

貸借対照表 令和3年3月31日現在 （単位：円）

勘定科目 当年度末 前年度末 増　減 勘定科目 当年度末 前年度末 増　減

＜資産の部＞ ＜負債の部＞

流動資産 45,937,044 32,926,350 13,010,694 流動負債 32,526,809 17,945,488 14,581,321

固定資産 112,018,632 132,174,728 -20,156,096 固定負債 73,321,410 83,584,130 -10,262,720

基本財産 3,000,000 3,000,000 0 負債の部合計 105,848,219 101,529,618 4,318,601

その他の固定資産 109,018,632 129,174,728 -20,156,096 ＜純資産の部＞

基本金 3,000,000 3,000,000 0

基金 66,834,454 67,462,328 -627,874

国庫補助金等特別積立金 1,286,505 2,215,198 -928,693

その他の積立金 1,806,496 1,806,496 0

次期繰越活動増減差額 -20,819,998 -10,912,562 -9,907,436

　（うち当期活動増減差額） -9,907,436 10,448,451 541,015

純資産の部合計 52,107,457 63,571,460 -11,464,003

資産の部合計 157,955,676 165,101,078 -7,145,402 負債及び純資産の部合計 157,955,676 165,101,078 -7,145,402
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貸付事業

町社協貸付
　一時的に資金が必要となった
方で返済能力のある方
限度額50,000円

高額療養費貸付
高額療養費支給対象者

県社協貸付

声の訪問サービス

　65歳以上の一人暮らしで
見守りが必要な方にボランテ
ィアが定期的に電話をかけて
様子をうかがいます。

ボランティア活動
推進
　活動支援、人材育成等を行
い、ボランティア活動の推進
を図ります。

ボランティア連絡協議会
　運営委員会（兼ボランティ
アルーム）
　毎月第2金曜日

　ボランティア派遣事業
　随時受付

福祉教育

小中学生福祉体験学習会
　介助犬、高齢者疑似体験、
パラスポーツ体験等

福祉のまちづくり作品募集
　作文・ポスター

地域活動
支援センター運営
　心身障がい者で通所できる
方に作業を提供し併せて生活
指導を行います。

定員：13名
場所：プラム西側

ふれあいサロン

　小地域において高齢者等が
気軽に集まれるふれあいの場
づくりを推進します。

助成金：有

福祉カー・
車いす貸出
　リフト付きワゴン車・車い
すを一時的に貸し出します。

福祉カー：高齢者や障がいを
お持ちの方等

車いす：一時的に必要になっ
た方

利用料：無料

相談事業

心配ごと相談
毎月第2・第4火曜日

法律相談（弁護士）※要予約
毎月第1・第3火曜日
場所：文化会館
時間：午後1時30分～4時

高齢者お悩み相談
（生活支援等コーディネーター）
電話にて随時

外出支援サービス

　介護保険認定者・心身に障
がいをお持ちの方で家庭で送
迎できない方を病院、公共機
関等へ送迎します。

利　　用：月3回（透析月6回）
利 用 料：無料
予約受付：1ヵ月前から可

⇒社協
新規利用申込⇒町福祉課

見舞金等

　高齢者世帯に歳末見舞品、
要保護・準要保護世帯の小中
学生に歳末見舞金、入学祝金
を贈ります。

　火災や風水害に遭われた方
に見舞金を贈ります。

日常生活自立
支援事業（すまいる）

　福祉サービス利用援助・
財産管理・保全サービス

　高齢者等に代わり預金の出
し入れや公共料金の支払い等
を行ったり、証書等を預かる
サービス
年会費・サービス利用料がか
かります。

住民たすけあい
サービス
　町民の皆様の参加と協力を
得て援助を必要とする方に低
額な料金で家事援助、買い物
代行等の生活支援を行います。

地区社協

　7地区社協と7分会（横芝地
区）による地域福祉事業の展
開

地区敬老会

世代間交流

グラウンドゴルフ

ゆうあい訪問

他いろいろ

福寿会

　おおむね70歳以上で引きこ
もりがちなひとり暮らしの方

参加費：無料
参加申込：民生委員さんに　

取りまとめ依頼
※コロナウイルス感染症予防の
ため食事は休止しています。

健康体操

レクリエーション

認知症予防

広報啓発

福祉のつどいの開催
　表彰・慰労会

ホームページの開設

声の広報作成（ボランティア）

広報紙の発行 年4回

団体事務

生き生きクラブ

身体障害者福祉会

共同募金会横芝光町支会

日赤横芝光町分区

社会福祉協議会事業社会福祉協議会事業
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上堺小学校海岸清掃
　毎年、上堺小学校全児童で行われている海岸清
掃に上堺地区社会福祉協議会も協力させていただ
きました。今年は、比較的ゴミの量が少なかった
のですが、高学年
生が低学年生の面
倒を見ながら、「き
れいな海にしよう
ね。」「これって燃
えるゴミ？燃えな
いゴミ？」など会
話をしながら一生
懸命、海岸のゴミ
拾いをしてくれま
した。

福寿会送迎（車の運転）ボランティア募集
福寿会とは…福寿会とは…
　毎月1回引きこもりがちな一人暮らしの高齢者（概ね70歳以上の方）を対象
に、健康体操や認知症予防の脳トレゲームなどを行っている事業です。
　現在、参加者の送迎（車の運転）をしていただけるボランティアの方を募集
しています。ボランティアに興味のある方、是非ご協力をお願いいたします。

廃油石けん 作ってみませんか？
　使い終わった油とカセイソーダを混ぜ廃油石けん作りを行います。油汚れ
に強く、環境にやさしい石けんです。一緒に作ってみませんか？
【日時】令和3年10月8日（金）午後1：30～　【場所】図書館駐車場
＊材料等必要なものは用意します。

ボランティア派遣事業協力者募集！
　ボランティア連絡協議会では、高齢者の話し相手
や福祉施設・町の行事のお手伝い等をするボランテ
ィア派遣事業を行っています。
　現在はコロナ禍で活動が制限されていますが、8
月24日から住民健診のお手伝いをします。
＊ご協力いただける方は、ボランティア連絡協議会に登録しボランティア保険（年間500円）に加入
していただきます。

ボランティア登録お願いします。
ボランティア活動はしているが社会福祉協議会に登録されていない団体や個人の皆様、ぜひ登録を
お願いします。

ご協力ありがとうございました
　5月17日～6月30日まで行ったフードドライブ
（食品の回収）に多くの方のご協力をいただきまし
た。いただいた食品は実施主体であるフードバン
ク千葉に届けるとともに町民の皆様のために活用
させていただきました。

お問い合わせ・申し込み：横芝光町社会福祉協議会　☎80-3611

こんな活動をしてきました‼
●住民健診時案内　●ゴミ出し
●施設の納涼会・秋祭り
●障がい者スポーツ大会　●話し相手など

4


