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輝く結城と
地域福祉の
充実を進めます

2022年
7月15日号

令和4年度結城市老人クラブ連合会主催の各種スポーツ大会が全種目終了しました。
選手の皆さんは、日頃の練習の成果を発揮し白熱した試合が行われました。
なお、輪投げ、ゲートボール、ペタンク大会の優勝チーム及びグラウンドゴルフ大会上位6名の方は、
令和4年10月に開催予定の「茨城健康福祉祭いばらきねんりんスポーツ大会」に出場します。

令和4年度 結城市老人クラブ連合
会主催 各種スポーツ大会

第22回　輪投げ大会 第22回　グラウンドゴルフ大会

第41回　ゲートボール大会 第21回　ペタンク大会

この広報紙は、結城市民の皆様からお寄せいただきました社協会費や寄付金の一部を活用して発行しています。



大会結果

【優　勝】城南クラブD
【準優勝】玉岡寿会
【第３位】城南クラブC

優勝チームの皆さん

第22回  輪投げ大会
令和4年6月3日（金）鹿窪アリーナ開催

第 22回 グラウンドゴルフ大会
令和4年6月9日（木）鹿窪野球場開催

第 41回  ゲートボール大会
令和4年6月16日（木）鹿窪ゲートボール場開催

第 21回  ペタンク大会
令和4年6月16日（木）鹿窪ゲートボール場開催

優勝チームの皆さん 優勝チームの皆さん

【優勝】鈴木　敏之 （城南クラブ）

【準優勝】川根　侑夫
　　　　  （玉岡寿会）

【第3位】平間 キク江
　　　　（新宿南老人会）

【優　勝】下り松長寿会A
【準優勝】本町泉ヶ丘友の会
【第３位】西の宮桐の実会

【優　勝】城南クラブ E
【準優勝】西の宮桐の実会 B
【第３位】城南クラブC
【第３位】城南クラブD

【敬省略】【敬省略】
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令和３年度 社会福祉協議会会費（社協会費）
実績額の訂正について

　結城市社協だより笑顔 2022 年５月 15 日号において報告した実績額に訂正がありました。下記のとおりとなります。

地 区 別 特　別　会　費 一　般　会　費 合　　　計
結 城 1,149,000 2,208,500 3,357,500 
絹 川 365,000 461,750 826,750 
上 山 川 337,700 264,000 601,700 
山 川 267,500 349,000 616,500 
江 川 248,000 624,000 872,000 

結城第一工業団地等 181,500 181,500 
市 役 所 関 係 81,000 81,000 
合 計 2,629,700 3,907,250 6,536,950 

現在、令和４年度社会福祉協議会会費（社協会費）のご協力をお願いしています。

（募集強化期間　令和４年６月～７月）

　社会福祉協議会は，市民の皆様をはじめ、ボランティアや社会福祉事業関係者、各関係機関・団体の皆様のご協力
のもと、地域福祉を推進しております。
　皆様よりご協力いただきました社協会費は、地域福祉をより一層進めるための大切な財源として、様々な事業に活
用させていただいております。
　結城市の地域福祉の充実を図るために、社協会費へのご理解とご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

【社協会費を活用した各種事業】
●社会奉仕活動センター事業　　●有償在宅福祉サービスセンター事業　　●生活支援体制整備事業
●社会福祉協議会広報紙発行　　●ホームページ運営　　●火災（災害）見舞金　　●その他、各種事業など

結城市老人クラブ連合会・結城市ボランティア連絡協議会
令和4年度総会を開催しました

　本会が事務局となっている上記２団体の、総会が開催されました。
　令和２年度から新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面開催が続いていましたが、今年度、
対面開催を行うことができました。
　イベント開催に向けた意欲的な意見が寄せられ、有意義な総会となりました。

結城市老人クラブ連合会総会の様子
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令和3年度　収支決算令和3年度　収支決算

令和4年度　収支予算令和4年度　収支予算

補助金収入
34,175,303
　　 （23.8%）

受託金収入
26,472,053
 （18.5%）

障害福祉
サービス等 
32,328,354
（22.5%）

介護報酬等収入
10,896,514
　（7.6%）

介護報酬等収入
10,896,514
　（7.6%）

職員人件費
67,766,363
（48%）

役員報酬
 600,000（0.4%）

非常勤給与
19,454,924
（13.8%）

一般募金配分金事業費
3,302,563（2.3%）

歳末たすけあい配分金
4,891,172（3.5%）

貸付金
596,000（0.4%）

就労支援事業費
3,532,082（2.5%）

積立資産支出
607,258（0.4%）
助成金
1,575,000（1.1%）

その他の支出
21,174,033
（15%）

障害福祉
　サービス等
　　40,661
　　（23.7%）

障害福祉
　サービス等
　　40,661
　　（23.7%）

補助金収入
36,340
（21.2%）

事務費
11,484,852（8.2%）
事務費
11,484,852（8.2%）

事業費
6,255,028（4.4%）
事業費
6,255,028（4.4%）

受託金収入
21,410
（12.5%）

受託金収入
21,410
（12.5%）

その他の収入
34,704
（20.3%）

介護報酬等収入
15,262
（9.0%）

介護報酬等収入
15,262
（9.0%）

共同募金
配分金収入
9,762（5.7%）

会費収入
6,407（3.7%）

事業収入
4,354（2.5%）

寄付金収入
2,366（1.4%）

その他の支出
22,444
（13.1%）

その他の支出
22,444
（13.1%）

貸付金 1,230（0.7%）貸付金 1,230（0.7%）
役員報酬 600（0.3%）役員報酬 600（0.3%）

就労支援事業費
4,034（2.3%）
就労支援事業費
4,034（2.3%）

積立資産支出
2,361（1.4%）
積立資産支出
2,361（1.4%）

一般募金
配分金事業費
6,613（3.9%）

一般募金
配分金事業費
6,613（3.9%）

歳末たすけあい
配分金事業費
5,425（3.2%）

歳末たすけあい
配分金事業費
5,425（3.2%）

非常勤給与
20,385
（11.9%）

非常勤給与
20,385
（11.9%）

事務費
16,360
（9.6%）

事務費
16,360
（9.6%）

助成金
2,595（1.5%）
助成金
2,595（1.5%）

職員人件費
79,491
（46.4%）

職員人件費
79,491
（46.4%）

拠 　 　 点
本 　 　 　 部
障害者福祉センター

収　　入
98,784,295

44,656,669

支　　出
93,906,058

47,333,217

【拠点区分別内訳】

収入の部
171,266

支出の部
171,266

支出の部
141,239,275

事業費
9,728（5.7%）
事業費
9,728（5.7%）

単位：円

拠 　 　 点
本 　 　 　 部
障害者福祉センター

収　　入
118,433

52,833

支　　出
118,433

52,833

【拠点区分別内訳】 単位：千円

単位：千円 単位：千円

単位：円 単位：円

収入の部
143,440,964共同募金配分金収入

9,445,756（6.6%）
共同募金配分金収入
9,445,756（6.6%）

会費収入
6,536,950（4.6%）

事業収入
3,020,308（2.1%）

寄付金収入
2,197,125（1.5%）

その他の収入
18,368,601
（12.8%）
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令和4年度　結城市社会福祉協議会事業計画
������������������������������������������

������������������������������������������

１．会務の運営 ●理事会・評議員会の開催、監査の実施

２．各種委員会の
開催 ●評議員選任・解任委員会　　

３．地域福祉活動の
　　推進強化

●支部社協（4支部）　　●生活支援体制整備事業（市受託）
●生活困窮者自立支援事業（市受託）　　●低所得者世帯支援
●ふれあい総合相談（弁護士による専門相談、相談窓口の設置）の運営（市受託）
●福祉後見サポート事業（日常生活自立支援事業） 
●子ども支援
　・ひとり親世帯児童生徒入学祝品贈呈　・子ども食堂（ほぺたん食堂）
　・遊具等修繕及び撤去費用一部助成　　・児童公園ベンチ及び砂の配布
●ボランティア支援
　・ボランティア及びサークル育成　　・ボランティア養成講座
　・災害ボランティアセンター設置訓練　　・ボランティア協力校の指定
　・ボランティア派遣
●障害者社会参加促進事業（市受託）
　・奉仕員（ボランティア）養成事業（手話講座、朗読講座）
　・ゆうゆうカーニバルの共催　　・福祉サマースクール
　・手をつなぐ子らの作品展記念品配布
●敬老の日記念事業（百歳、卒寿（90歳）、金婚式祝品贈呈）
●高齢者趣味教養講座（市受託）　　●高齢者マイクロバス運行事業
●福祉用具貸出　　●各団体への助成
●各団体の支援（事務局として各種行事の開催）
　・結城市ボランティア連絡協議会　　・結城市老人クラブ連合会
　・結城市身体障害者福祉団体連合会

４．生活支援の
推進強化

●生活支援
　・ファミリーサポートセンター事業（市受託）　　・有償在宅福祉サービス事業
　・安否確認事業　　・サロン事業　　・健康農園事業
　・介護予防 日常生活支援総合事業　　・介護保険事業（訪問介護）
　・障害福祉サービス（居宅介護事業、同行援護事業、移動支援事業）

５．障害者福祉
センターの
推進強化

●障害者福祉センター指定管理運営（市）
●障害福祉サービス　多機能型事業所運営（生活介護・就労継続支援B型）

６．募金活動等の
強化

●社協会費の募集　　●赤い羽根共同募金運動　　●歳末たすけあい運動
●善意銀行（寄付金品の預託及び配分）活動の強化　※食材を含む
●各種義援金受付

７．広報・啓発の強化
●広報誌の発行
　・社協だより笑顔　
●ホームページの運営

※新型コロナウイルス感染拡大状況により、計画が変更となる場合があります。
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みんなおいでよ！ほぺたん食堂ほぺたん食堂
令和4年6月17日（金）に、ほぺたん食堂を開催
しました。
保健所の指導を受け、新型コロナウイルス感染症
対策を徹底し、3年ぶりの開催となりました。
再開を待ち望んでいたお子さんとボランティアさ
んの笑顔がはじけたひと時でした。
毎月第3金曜日午後5時から7時開催で、次回以降
の開催は7月15日、8月19日となります。
皆さんのご来場をお待ちしています。

ほぺたん食堂とは・・・子どもが立ち寄れる食堂です。
「食」を通じて、結城市の子どもたちに温かな夕食のだんらんを提供したいと考えています。
子どもだけでなく、保護者の方と一緒にご参加をお願いします。一緒にご飯を食べて、遊んだ
り、勉強できる、人とのふれあいの場です。
ご飯を作ったり、遊んだり、一緒に過ごしてくれるのは、地域のボランティアの方々です。

※感染対策（入退場時の制限や誘導・待合場所等における密集の回避・室内の換気などの三つの密を
徹底的に避ける、人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いなどの手指衛生）を徹底したうえ
で実施します。
※入場者は、当日または1週間以内に、発熱や咳等の症状があった場合は、ご利用をお控え下さい。
※利用人数が多い場合は、お待ちいただきますので、ご了承下さい。
※中止、変更の場合は本会ホームページに掲載します。

上山川小学校で福祉体験を実施しました

◎高齢者疑似体験とは
装具を装着して、加齢による身体的な変化を知り、高齢者の気持ちや介護方法、コミュニケー
ションの取り方を体験的に学ぶことです。

本会職員が4年生を対象に
車いす体験及び高齢者疑似
体験を行いました。



ー 7 ー

物品寄付ありがとうございました。物品寄付ありがとうございました。感謝

株式会社セブン-イレブン・ジャパン株式会社セブン-イレブン・ジャパン

ボランティアサークルふたば会ボランティアサークルふたば会

退職公務員連盟結城支部退職公務員連盟結城支部

大切に活用させていただきます

タオル220枚、手ぬぐい、布巾、フォーク、スプーン等

ハンドベル一式
結城特別支援学校の授業等活用を目的に贈呈しました。

　株式会社セブン -イレブン・ジャパン、茨城県、茨城県社会福祉協議会の 3社協定に基づき、
生活に困窮を抱えた個人・世帯等への支援として、食品や日用品の寄贈を受けたものです。
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●高齢者向け法律相談（高齢者地域支援体制整備事業）
※全予約制　※秘密は厳守します
【問合せ】結城市社会福祉協議会　☎0296-３３-０２２５

※この法律相談は、高齢者（65歳以上）優先ですが、相談開催日の1週間前に空きがある場合は、65歳未満の
市民のご相談も受付けます。

※新型コロナウィルス感染予防・拡大防止の観点から中止となる場合があります。

相 談 員 開 催 日 ・ 場 所 等

弁 護 士
・毎月第2・4金曜日 　　・13時30分～15時30分
・相談時間　1人30分　 ・無料　　
●結城市健康増進センター内　本会相談室

お知らせお知らせ

Lilypr  ject
　　　りりぃフロジェクト
Lilypr  ject
　　　りりぃフロジェクト

『りりぃプロジェクト』は、
　　　　　　女性を応援するプロジェクトです。

生理用品を無償で配布します 「詳しくはこちら！」

生理用品を購入することが難しい方へ結城市社会福祉協議会が
生理用品を無償で配布しています。
※対象者は市内に通勤、通学をしている方又は結城市民の方が
対象です。

【問い合わせ先】
 結城市社会福祉協議会　電話 0296-33-0225

● 手続き不要
「りりぃプロジェクト」と言ってい
ただくか、上記のイラストを提示す
るだけです。

マイクロバス運行事業マイクロバス運行事業
予約、利用の受付をしています。

※現在、利用人数の制限を解除していますので、乗車定員 26名まで利用可能です。
※新型コロナウイルス感染予防・拡大防止の観点から、運行が中止となる
　場合がありますので、ホームページの確認をお願いします。
※利用対象は、本会に登録している老人クラブ、
　ボランティア団体等になります。




