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※市外局番の記載がない場合は、市外局番は「0463」です。

平成平成3030年度予算の概要年度予算の概要平成31年度予算の概要
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その他補助金

町補助金

町委託金
その他委託金

①補助金

②　会費

③委託金

④　事業収入

⑤　介護保険事業収入

⑥　就労支援事業収入
⑦　障害福祉サービス等事業収入

⑧　その他

収　　　　入

総　計 179,892

30,900
24,760

2,400

51,377
9,058

2,282

33,161
35,443

17,501

3,455
4,998

20.956
町などからの補助金

皆さまからいただいた会費

町などから受託した事業に対する委託金

主にともしびショップの売上

障害者総合支援法に基づくサービス実施に対する収入

上記以外の収入

カンナカンナが外注している作業。全額利用者へ配分します

ヘルパー派遣など介護保険サービス実施に対する収入

179,892
収　入

①

④
⑤

⑥

⑧

⑦
③

②

※単位（千円）

①

④

⑤

③
②

179,892
支　出

広報・福祉大会事業
法人運営事業

心配ごと相談所事業

ボランティアセンター事業
地域福祉活動推進事業

福祉サービス利用援助事業

ファミリーサポートセンター事業

資金貸付事業

緊急通報システム事業

生活支援体制整備事業

その他

地域包括支援センター事業

認知症地域支援・ケア向上事業

①法人運営事業

②　ヘルパーステーション事業
③　障害福祉サービス事業
④　ともしびショップ運営事業
⑤地域包括支援センター事業

事　　　業 備　　　考平成31年度予算

総　計

支　　　　出

社会福祉のための様々な事業を実施

社協の運営

高齢者の見守り・緊急時対応

地域で支える子育て支援

福祉団体への助成、基金管理など

就労継続支援Ｂ型事業所カンナカンナの運営

障害者就労支援ともしびショップの運営

地域包括支援センターの運営

高齢者の総合相談など

認知症の方を地域で支援するための取組

ケアマネジメント、ヘルパー派遣など

低所得者等への資金貸付支援

地域の生活支援に関わる情報の収集・発信や体制整備

広報紙発行や福祉大会開催

心配ごと相談開催

判断能力が十分でない方への支援

ボランティアの育成・支援

地区社協部会の支援・にのみや社協たすけあいネットワーク事業の実施

179,892

2,257
38,377

32,036
8,763

40,634

42,124

3,422
3,203

1,564
3,282

4,155
1,671

5,872

1,904

154
433

30,675

56,335

ご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございました
　昨年度に皆さまからいただいた会費は下表のとおりです。各地区社協部会で集めていただいた金額の40％は各地区部会の活
動費として活用させていただきます。その他、広報紙の発行やボランティアの育成・支援、心配ごと相談などに活用する予定で
す。今年度もよろしくお願いします。

一般会費（500円） 賛助会費（2,000円） 特別会費（5,000円）

会費口数
合　　　計

各 地 区 社 協 部 会

合　　　計 8,423.6口 4,853,800円171口 60口

198,000円9口 36口
8,423.6口 4,655,800円162口 24口

協力団体・協力企業

二宮町商工会、二宮町母子福祉協議会、二宮町人権擁護委員連絡協議会、二宮町民生委員児童委員協議会、大磯保護司会、二宮町遺族会、秋山光洋、
池田東一郎、遠藤茂通、善波宣雄、寺田亘利、内藤三義、二宮誠、古澤時衛、柳川幸司、湯浅康夫、山田吉男、永井二三子、匿名（5名）、井上整形外科、料亭
「喜美」、（株）興電社、さがみ信用金庫二宮支店、（株）サン・ライフ、（株）信愛、二宮設備工業所、（株）山田工務店、二宮工業団地協同組合、（一社）かな
がわ土地建物保全協会西湘出張所、二宮町福進会、二宮町仏教会、（医）光進会つばさ歯科医院、（有）露木商会、二宮保育園、（社福）心泉学園、心泉学園
家庭養育支援センター、（社福）一燈会メゾン・二宮、二宮町身体障害者福祉協会、（株）藤田電機製作所、柳川乳業（株）、（学）梅の木幼稚園、山安二宮店、
（特非）たすけあいワーカーズ大空、二宮町手をつなぐ育成会、大磯地区更生保護女性会二宮支部、二宮町ゆめクラブローズ二宮、夏苅電気製作所（株）、
（社福）大磯恒道会、サンプリンティングプロセス

二宮町議会、二宮町地区長連絡協議会、二宮町部長会、二宮町課長会、朝日新聞二宮専売所、二宮神奈中ハイヤー（株）、中南信用金庫二宮支店、中南信
用金庫中里支店、（株）カトー二宮営業所、二宮胃腸内科クリニック、デイサービスぽっかぽか二宮、（学）恵愛学園二宮めぐみ幼稚園、山本耳鼻いん
こう科クリニック、二宮町ゆめクラブコーラスカナリヤ、いのうえ歯科医院、みのしま歯科クリニック、秋元クリーニング店、たちばな、（社福）大磯
恒道会もとまちの家、（特非）湘南いこいの里オアシス、二宮町ゆめクラブこまくさ会、地域支援センターそしん

《賛助会員》（団体・企業のみ掲載しています）

《特別会員》

（敬称略・順不同）

（敬称略・順不同）

～平成 30年度二宮町社協会費納入状況報告～
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富士見が丘松根地区 関野　茂司 二宮　　登

　今年度より当地区社協部会長を務めることになり
ました関野です。地区社協の運営についてはなじみ
が浅く、いまだ新人の心境です。さて同地区の社協活
動は毎年300人超えの参加を数える「みんなの広場」
を多世代交流の場として重要行事と位置づけ例年開
催しております。“陽だまり”（通いの場）は２会場に
分けて開催し地域の各団体を始め、多くの皆さまの
ご協力で成り立っております。今後も楽しく元気な
地区活動とするため皆さまのご協力をお願いいたし
ます。

元町南地区

上町中町地区 杉浦　健一 内海　博治下町地区

茶屋川匂地区 峯尾　順一 鈴木　賢治梅沢地区

　今年度より、当地区社協部会長を務めることにな
りました二宮です。町内会の活動を７年間務めさせ
ていただきました。地域の人と楽しく活動し、素晴ら
しい仲間や生きがいと出会えてうれしく思っていま
す。これから、地域の通いの場で皆さまと一緒に健康
づくりを中心とした、住みよい地域づくりをしてい
きたいと思います。それ以外にも様々な行事を行っ
ていきたいと思っていますので、皆さまのご理解と
ご協力をお願いいたします。

　４月から当地区の社協部会長を仰せつかりました
杉浦です。当地区で開催している「通いの場」は「ミ
ニ・デイサービス」の延長と言えます。内容は、簡単な
体操、折り紙、塗り絵、唱歌の斉唱、映画や落語の鑑賞
などで、皆さまの談笑に花が咲き楽しく活動してい
ます。現在は女性が中心となっていますが、今後は多
くの男性にも参加して頂きたいと思っています。そ
のため、「ゆめクラブ」や「町内会」との連携が必要
だと考えていますので、ご理解とご協力をよろしく
お願いいたします。

　今年度から当地区社協部会長を務めることになり
ました内海です。下町社協では、さまざまな活動を実
施しています。参加した皆さまは「参加してよかった」
「地区の方と交流を深められて楽しかった」「安心し
て生活できる」と喜んでおられます。今後はより一層
喜んでいただける活動にするため「通いの場」「ゲー
トボール」などの活動を工夫し、生活に役立つ内容や
脳トレーニングを入れるなどして充実させたいと思
っております。関係各位のご協力をお願いいたしま
す。

　今年度から茶屋川匂地区社協部会長を務めることに
なりました峯尾です。名古屋から二宮に引っ越して11年、
地区社協に関わり10年目になります。現在は山西コミュ
ニティセンターの管理にも携わっています。地区社協の
活動も以前に比べて豊富になり、地域の皆さまにご協力
いただいております。今年度も、昨年同様の活動方針で、
地域の通い場（きずなの会、ふれあいサロン）、健康ウォ
ーク、こども会とのふれあい大会、ふれあい餅つき大会
などを計画しております。地域福祉活動を通して、地域
の皆さまの交流が深まるように努めてまいります。ご理
解とご協力をお願いいたします。

　今年度より当地区の社協部会長を務めさせていただきま
す鈴木です。地元を離れ 10年ほど前に戻って参りました。
私の青年時代の町内活動では、年末から年始にかけて「火
の用心」と大きな声で夜間パトロールをしていました。ま
た夏には、婦人会と共に公園で盆踊りを３日間行い、最終
日には小学校の校庭で各町内の方々と大勢で踊ったことを
思い出します。このような活動を通じて大切な仲間を作り、
助け合い協力することを学びました。この経験と「通いの
場」での情報交換を通して、安全・安心・健康で暮らせる
地域づくりをしていきたいと思います。そのため関係各位
のご協力をお願いいたします。

地区社協部会～部会長紹介～

新任部会長のごあいさつ～

元町北地区元町北地区
廣井　宣昭廣井　宣昭

元町南地区元町南地区
二宮　登二宮　登

上町中町地区上町中町地区
杉浦　健一杉浦　健一

梅沢地区梅沢地区
鈴木　賢治鈴木　賢治

茶屋川匂地区茶屋川匂地区
峯尾　順一峯尾　順一

元町北地区
廣井　宣昭

元町南地区
二宮　登

上町中町地区
杉浦　健一

梅沢地区
鈴木　賢治

茶屋川匂地区
峯尾　順一

一色緑が丘地区一色緑が丘地区
蓮尾　正俊蓮尾　正俊

下町地区下町地区
内海　博治内海　博治

百合が丘地区百合が丘地区
岸野　修岸野　修

中里地区中里地区
西山　弘和西山　弘和

一色緑が丘地区
蓮尾　正俊

下町地区
内海　博治

百合が丘地区
岸野　修

越地釜野地区越地釜野地区
國分　光男國分　光男
越地釜野地区
國分　光男

中里地区
西山　弘和

富士見が丘松根地区富士見が丘松根地区
関野　茂司関野　茂司
富士見が丘松根地区
関野　茂司
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受講料無料



登 録 ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 介紹

講座の申し込みや詳細はこちら
★二宮町社協ホームページ　　http://ninomiya-syakyo.jp
★二宮町社協ボランティアセンター　電話:73-0294　Fax:73-0295

平成2019年5月24日発行 社協にのみや 134号（5）

ボ ラ ン テ ア コ ナー ーイ

ボ ラ ン テ 開 催講 座門入アィ

申し込み期間 : 6月3日（月）～28日（金）申し込み期間 : 6月3日（月）～28日（金）

日 時日 時

場 所場 所
内 容内 容

7月3・10・17・24・31日7月3・10・17・24・31日
各週各週水曜日水曜日　10:00～12:00
二宮町　第1会議室二宮町　第1会議室
☆ボランティア活動について☆ボランティア活動について
☆登録ボランティア団体の紹介&体験☆登録ボランティア団体の紹介&体験
☆認知症サポーター養成講座☆認知症サポーター養成講座
☆傾聴講座傾聴講座（ステップアップ講座）等（ステップアップ講座）等

日 時

場 所
内 容

　社協ボランティアセンターでは、
ボランティアの『初めの一歩』と
して、入門講座を開催します。ボ
ランティアに興味があるけどどう
始めていいかわからない方、どの
ようなボランティア活動があるの
かを知りたい方はぜひご参加くだ
さい。

:

:
:

7月3・10・17・24・31日
各週水曜日　10:00～12:00
二宮町　第1会議室
☆ボランティア活動について
☆登録ボランティア団体の紹介&体験
☆認知症サポーター養成講座
★傾聴講座（ステップアップ講座）等

申し込み期間 : 6月3日（月）～28日（金）

傾聴講座高齢者疑似体験要約筆記体験

　今年度は入門講座の最終日にステップアップ講座として、
『傾聴講座』を企画しています。すでにボランティア活動を
されている方も勉強に来てみませんか ?

※傾聴講座のみの受講も可能です。

　令和元年度の社協登録ボランティア団体は、11団体で、リーダーは表の通りです。
団体の活動内容等の情報を知りたい方は、社協ホームページをご覧いただくか、社協ボランティア
センターにお問い合わせください。たくさんの方のご参加をお待ちしております。

講師 :アクティヴリッスン代表　澤村　直樹 氏

老人福祉部

児童部
話し相手
二宮点字の会
二宮声の広報

心身障がい部
岩崎　　武

内山サチ子
磯田　好美
石塚かず代
加藤美惠子

高野　芳春
要約筆記サークル「てーくとーく」

二宮町手話サークル連絡協議会
日本車椅子レクダンス協会二宮支部
東大跡パラスポーツの会

二宮災害ボランティアネットワーク
大山　綾子

団　体　名 リーダー

橘川　　透
持田　恵美
城所　克嘉

伊達　良雄

団　体　名 リーダー

0000

受講料
無料

★ 7/31（水）
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① 身なりの乱れ（服が汚れている、夏も冬も
    同じ服を着ている、髪がぼさぼさ）
② 今まで挨拶をしていた人が挨拶をしなかったり、
    表情が硬い
③ 買い物の際、小銭があるのに、毎回紙幣を出す
④ ゴミの分別やゴミ出しができない
⑤ 話がかみ合わなくなったり、同じ話を何度もする
⑥ 最近痩せてきた、具合が悪そう
⑦ 家事や買い物がつらくなったと、本人が話す
⑧ ここ最近、姿を見かけなくなった
⑨ 家から怒鳴り声がする
⑩ 体に不自然なあざがある
⑪ 寒い日や暑い日に長時間家の外にいる
⑫ 新聞や郵便がポストにたまっている
⑬ 同じ洗濯物が何日も干してある
⑭ 家の中から異臭がする
⑮ 最近、見知らぬ人が家に出入りしている

ご近所に右の ①～⑮ のような高齢者
を見かけたら
地域包括支援センターに情報提供して
ください。
※緊急の場合は警察に連絡 !!

『あれ ?』『どうしたのかな ?』『あれ ?』『どうしたのかな ?』～高齢者見守りチェック～～高齢者見守りチェック～『あれ ?』『どうしたのかな ?』～高齢者見守りチェック～

情報提供・お問い合わせはこちら
　二宮町地域包括支援センターなのはな
　二宮町二宮961（二宮町役場1階）
   TEL:71-7085

『①～⑤は認知症の可能性』
『⑥～⑧は体調不良の可能性』『⑨～⑪は虐待の可能性』
『⑫～⑭は家の中で倒れている可能性』
『⑮は消費者被害の可能性』
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認知症の人のニーズ

　認知症の人は、認知機能の低下で理解力も判断力も衰え、物事を覚えていることが難しくなりますが、その
人らしさや感情は残っています。認知症が進むと何が起きたかは覚えていませんが「嫌な思いをした」記憶は
残り、些細なことで不機嫌になることがあります。一方で認知症の方にとって、楽しいことをしている時は表
情が輝きます。周囲の人が認知症を理解し、ひとりの人として尊重し安心できるような言葉かけや関わり方を
することで、症状の進行がゆるやかになり穏やかに過せるといわれています。認知症の方と関わる時は、以下
の「3つの《ない》」を心掛けましょう。

○認知症の人は視野が狭くなっています。正面から視線を合わせてできるだけ近い場所
　から見つめましょう。互いの目を合わせることで親近感や愛情が伝わります。
○耳が聞こえにくい方も多いので、穏やかに、ゆっくりと優しく話しかけましょう。あ
　なたの働きかけを、短めの言葉でこまやかに実況中継するように伝えてみましょう。
○身体に触れる時は、指を広げて手のひらの広い面積で、やわらかく、ゆっくり触れる
　ことで、安心感を表現しましょう。

　認知症の方は、ついさっき話したり聞いたりしたことの体験自体を忘れています。食べた、という事実を理
解してもらうのではなく、本人がいかに納得するかがポイントです。「もうすぐできるから待っていてね」「で
きるまでこれ（お茶やお菓子など）を食べていてね」と関心をそらしたり、スルメなど食べるのに時間のかか
る食品を渡すことや、話題を変えてみたりしてみましょう。

ワンポイント介護講座 ～認知症編①～

認知症の方への対応心得　3つの《ない》　
○おどろかせない　　　○急がせない　　　○自尊心を傷つけない

認知症の方と関わるときのポイント

《よくある症状などの対応ポイント》
ごはんまだ!

さっき
食べたのに



社協の動き
1月

2月 3月 4月

心配ごと相談

相 

談 

日

2019年5月24日発行 社協にのみや 134号（7）

　地域の皆さまの身近な相談場所として、心配ごと
相談を開催しています。
　日頃、「こんなこと相談してよいのかしら？」
「困っているけど、どこに相談すればいいのかわか
　　　　　らない」と思うことがありますよね？

そんなときは

一人で悩まず相談を!!!

あなたの悩みを一緒にかんがえます!!

相談日：
時　間：

場　所：
相談員：

内　容：

※相談内容によっては、しかるべき専門機関等
　に繋げます。

6月
7月
8月

27日（木）
25日（木）
22日（木）

毎月第４木曜日
13:00～16:00
予約不要
町社協会議室
民生委員、人権擁護委員、
行政相談員
家族関係、DV、相続、人権問題、
近隣関係など
なんでもご相談ください!

○にのみや社協たすけあい
　ネットワーク運営委員・
　コーディネーター合同会議
○地域ケア会議
○理事企画運営部会
○理事財務部会
○地区社協部会連絡会議
○心配ごと相談
○登録ヘルパー定例会

○理事会
○評議員会
○善意銀行運営委員会
○ともしびショップ運営委員会
○ボランティアセンター情報交換会
○ファミリーサポートセンター
　まかせて会員交流会
○横断連携会議
○心配ごと相談
○地域ケア会議
○登録ヘルパー定例会
○緊急援護資金貸付調査委員会

○理事広報部会
○横断連携会議
○ともしびショップ運営委員会
○地域ケア会議
○心配ごと相談
○登録ヘルパー定例会

○地域ケア会議
○登録ヘルパー定例会
○心配ごと相談
○ファミリーサポートセンター
　まかせて会員養成講座
○ともしびショップなのはな
　吾妻山菜の花ウォッチング
　（1月12日～2月17日）
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連絡先一覧

困ったことが ありましたら 二宮町社会福祉協議会まで ご連絡ください。
にのみやまちしゃかいふくしきょうぎかいこま れんらく

電話（でんわ） 0463－73－0294　FAX 0463－73－0295 ホームページ 二宮町社協 検索

編集後記

社協人事

○社協ホームヘルパーステーション
二宮町山西5-1 ☎ 0463-73-2881

○ファミリーサポートセンター
二宮町山西5-1 ☎ 0463-75-9730

○地域包括支援センター なのはな
二宮町二宮961 町役場1階 ☎ 0463-71-7085

○ともしびショップなのはな
二宮町二宮961-26 町民センター1階 ☎ 0463-70-1105

○就労継続支援B型事業所カンナカンナ
二宮町緑が丘1-10-6 
福祉ワークセンター内 ☎ 0463-73-2405

善 意 の 寄 託
たくさんのご寄附をありがとうございます。

○運動の効果

○運動の　  つのポイント

　有酸素運動により筋肉への血流が増えると、ブドウ糖がどんどん細胞の中に取り込まれ、血糖値は低下します。し
かし、運動をやめてしまうとその効果は 2日程度で失われると言われています。そのため 2、3日に 1回以上の運動
週間を身につけましょう。
※持病や体調に不安のある方は、かかりつけ医師に相談し自分に合った運動方法をさがしましょう。

準備運動と整理運動（クールダウン）は必ず行なう（ラジオ体操でも可）

軽い運動から始め、少しずつ運動量を増やす（目安:ウォーキングなら80m/分程度から）

体調に合わせ無理をしない（風邪や熱のある時は休む）

　一回の運動は15分以上。できれば30分～40分が理想です。食後1～2時間の間に行なうことが良いとされて
います。

　　　　　　　　　　　　     　普段の生活の中で機会を探しましょう。 通勤のバス停をひとつ前で降りて
歩く。 エレベーターではなく階段を利用するなどの、日常生活のちょっとした工夫が糖尿病になりにくい
体を作ります。

時時 間 が な い 人 は 、時 間 が な い 人 は 、

（「駅」⇔「消防署」を15分で歩く速さ」）

◇寄託金
　○西湘地域労働者福祉協議会様
　○神保　幸江様
　○井上　　浩様
　○匿名（２名）

◇寄託品
　○匿名
　○匿名

合計265,000円

書籍１冊
ミシン１台

（登録ボランティア『児童部』の皆
さんとご寄附いただいた『ミシン』）

○事務局長
　小宮　正嗣　　　　　平成31年3月31日派遣終了
　戸丸　隆司　　　　　平成31年4月1日派遣
○地域包括支援センター
　安藤　笑子　　　　　平成31年3月31日退職
○ヘルパーステーション
　石井　千華　　　　　平成31年4月1日採用

なるべく毎日できる有酸素運動を選ぶ（ウォーキング、ジョギング等）

休日などの時間のある時は、ゲーム性のあるスポーツをするのも可（テニス、ゴルフ等）

楽しむことが長く続ける秘訣（継続は力なり）

時代は令和へと変わりました。誰もがいきいきと
豊かに暮らすための情報を、ちょっと新しい気持
ちを込めて編集しました。
ご意見ご感想をお待ちしています。


