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平成24年度 決算
【法人運営事業経理区分】
会計単位間繰入金収入
521,082（0.8％）
寄附金収入 973,783（1％）

事業収入 417,550（0.6％）
助成金収入 341,100（0.5％）

雑収入 2,109,137（3％）

受取利息配当金収入 23,271
（0.1％）

会費収入 5,537,000（8％）
その他の収入 8,032,300（12％）

経理区分間繰入金収入
35,424,939（51％）

繰越金収入
15,649,062（23％）

【収入】
69,029,224円
助成金支出 1,322,000（2％）

その他支出
1,878,900（3％）

固定資産取得支出 439,950（1％）

事業費支出
3,491,157（7％）
積立預金積立支出
5,034,000（9％）
人件費支出
37,032,700（68％）
事務費支出
5,523,293（10％）

【支出】
54,722,000円

（単位：円）

【その他の経理区分】
経 理 区 分
一円玉募金運動事業

収 入

支 出

777,299

777,299

地域福祉活動推進事業

6,823,899

6,615,733

ボランティアセンター事業

1,252,602

938,896

共同募金配分金事業

2,754,535

2,754,535

心配ごと相談所運営事業

2,713,160

2,686,569

福祉資金貸付事業

3,921,026

439,500

460,470

460,470

かるがもセンター指定管理業務

48,247,524

45,827,696

デイサービス指定管理業務

10,922,027

10,913,929

老人居宅介護等事業

53,723,649

42,090,110

5,130,367

3,371,352

ふれあいセンター指定管理業務

13,347,375

1,337,061

老人福祉センター指定管理業務

27,750,587

25,429,435

学童クラブ指定管理業務

85,927,606

84,971,032

665,082

665,082

福祉サービス利用援助事業

障害福祉サービス事業

特別会計（自動販売機設置事業）
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（単位：円）

この「社協だより」は､みなさんの社協会費や共同募金配分金などにより発行されています。
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平成24年 度

事業報告
社協だよりの発行
社協会員の募集

彩の国ボランティア体験プログラム事業

紙おむつ配布事業

災害ボランティア活動

障がい者団体活動助成事業
新生児紙おむつ支給事業
在宅介護者支援事業
生活福祉資金貸付事業
友愛通信事業

まつぶし一円玉募金運動

危険箇所立て看板設置事業
介護保険利用者の集い

障がい者団体交流事業

共同募金運動事業
ふれあい・いきいきサロン事業

ふれあいデイサービス

ふれあい会食会
小地域福祉活動助成事業

ボランティアスクール

友愛通信事業（絵手紙ボランティア）

世代間交流助成事業

心配ごと相談所開設事業

ボランティア団体活動助成事業
松伏町立かるがもセンターの指定管理
松伏町ふれあいセンターの指定管理
松伏町老人福祉センターの指定管理
松伏町学童クラブ指定管理

ボランティア事業

福祉協力校指定事業
居宅介護支援事業

訪問介護・介護予防訪問介護事業
障害福祉サービス事業

福祉サービス利用援助事業

福祉サービス苦情解決体制の整備
理事・評議員合同研修
社協の各事業は、みなさんの社協会費や共同募金配分金、一円玉募金などで地域福祉に役立てています。
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「あなたの笑顔と力！大募集！！」
彩の国ボランティア体験 プログラムメニュー
申し込みから
ボランティア活動
までの流れ

①メニューから活動したいプログラムを選ぶ。
②松伏町ボランティアセンターへ申し込む。（電話での申込可）
③次のいずれの事前説明会に参加してください。一回定員20名予定。(説明会も事前申込みが必要です。)
7/18（木）
18：00 〜 18：30
※中学生以上対象

7/23（火）
10：00 〜 10：30
14：00 〜 14：30

7/25（木）
10：00 〜 10：30
14：00 〜 14：30

7/27（土）
10：00 〜 10：30
14：00 〜 14：30

※平日の活動については、学校がお休みの場合のみとします。（注意）
※事前説明会の参加は必須です。上記日程で都合のつかない方はご相談ください。
④ボランティア活動開始
＊活動にあたって、ボランティア保険（300円）にご加入いただきます。

申込開始：７月10日（水）〜 定員になり次第受付終了 ＊電話での予約可（991−2701）

高齢者とかかわる活動
番号

活動内容

活動先

期間・時間・募集人数・対象
7月10日（水）〜 (土･日を除く)
9：00 〜 18：00の活動可能な時間
＊昼食代：300円 ＊各日3名 高校生以上

1

「三戸里園でボランティア」
施設内体験

2

「三戸里園納涼会ボランティア」
納涼会のお手伝い

3

「三戸里園敬老会ボランティア」
敬老会のお手伝い

9月16日（月） 11：00 〜 14：00
＊10名 高校生以上

4

「プルミエールでボランティア」
高齢者施設内で日常業務のお手伝い

8月10日（土）
・20日（火）
・30日（金）
14：00 〜 16：20
＊各日2名 中学生以上・エプロン持参

5

「プルミエール喫茶コーナーでボランティア」
利用者さんに席のご案内や、飲み物を運び
ます

6

「プルミエールで夏まつりボランティア」
夏祭りのお手伝い

8月3日（土） 16：50 〜 20：00
＊４名 高校生以上・エプロン持参

7

「ほほえみの家でボランティア」
高齢者施設利用者との会話を楽しみます

日程：要相談
10：00 〜 12：00、14：00 〜 16：00
＊人数：応相談 中学生以上

8

「ほほえみの家で環境整備ボランティア」
高齢者施設の環境整備のお手伝い

9

「彩桂倶楽部でボランティア」
日常業務のお手伝い

特別養護老人 ホーム
三戸里園

介護老人保健施設
プルミエール

グループホーム
ほほえみの家

デイサービスセンター
彩桂倶楽部

7月20日（土） 18：00 〜 21：00
＊20名 高校生以上

7月10・24日、8月28日（全て水曜日）
9：15 〜 11：45頃 喫茶終わり次第終了
エプロン持参 ＊各日5名 小学5年生以上

日時：要相談
＊人数：応相談

中学生以上

7月10日（水）〜 7月31日（水）
10：00 〜 12：00、14：00 〜 16：00
＊各日2 〜 3名 中学生〜大人

10

「彩桂倶楽部でダイソー買い物企画のボランティア」
買い物のお手伝い

11

「みんなの家夏祭りボランティア」
高齢者施設の夏祭りのお手伝い

グループホーム
みんなの家・松伏

7月下旬〜 8月上旬 13：00 〜 16：00
＊５〜６名 中学生以上

12

「なのはなの里でボランティア」
レクリエーションの参加

介護老人保健施設
なのはなの里

8月5日（月）〜 8月24日（土） 日曜日を除く
10：00 〜 12：00
＊各日2名程度 中学生以上

8月上旬 14：00 〜 16：00
＊各日2 〜 3名 中学生〜大人

障がい者施設での活動

4

番号

活動内容

13

「かるがもセンターでボランティア」
障がい者施設内の清掃や軽作業のお手伝い

14

「かるがも夏祭り準備ボランティア」
８月２日の夏祭りに向けて準備のお手伝い

15

「かるがも夏祭りでボランティア」
夏祭りのお手伝い

8月2日（金）9：00 〜 16：00
＊各日2 〜 3名 高校生以上

16

「中川の郷療育センターの合同夏祭りボランティア」 重度心身障害児施設
夏祭り会の準備・後片づけ等のお手伝い
中川の郷療育センター

8月6日（火）
【雨天予備日：8月8日(木）
】
17：30 〜 20：00 施設玄関16：30集合
＊各日3 〜 4名 高校生以上

17

「ゆめみ野工房でボランティア」
施設内で軽作業のお手伝い

夏休み期間(土･日を除く）
軽作業…9：30 〜 15：30 半日でも可能
＊各日１名 18才以上 高校生不可

活動先

期間・時間・募集人数・対象
7 〜 8月（随時）9：00 〜 16：00
＊各日2 〜 3名 高校生以上

障がい福祉サービス事業所
かるがもセンター

社会福祉法人銀杏会
ゆめみ野工房

昼食：持参

7月31日（水）
、8月1日（木）9：00 〜 16：00
昼食：持参
＊各日2 〜 3名 高校生以上

この「社協だより」は､みなさんの社協会費や共同募金配分金などにより発行されています。

昼食：持参
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「ゆめみ野工房でクリーニングボランティア」
施設内でクリーニングのお手伝い

社会福祉法人銀杏会
ゆめみ野工房

夏休み期間(土･日を除く）
軽作業…9：30 〜 15：30 半日でも可能
＊各日１名 18才以上 高校生不可

子どもとかかわる活動
番号

活動内容

活動先

期間・時間・募集人数・対象

19

「いるかクラブボランティア」
保育補助（子供達の遊び相手）

いるかクラブ
（松伏小学校内）

8月1日（木）〜 2日（金）
、
8月5日（月）〜 9日（金）
8月19日（月）〜 23日（金） 10：00 〜 16：00
＊各日３名 高校生以上

20

「りす学童ボランティア」
保育補助（子供達の遊び相手）

りす学童クラブ
（松伏小学校内）

夏休み期間 8月1日（木）〜 30日（金）
11：00 〜 17：00の間で応相談
＊各日2 〜 3名 高校３年生以上

21

「杉の子学童ボランティア」
保育補助（子供達の遊び相手）

杉の子学童クラブ
（金杉小学校内）

７月下旬〜８月末 10：00 〜 17：00
＊各日３名 高校生以上

22

「どんぐり学童ボランティア」
保育補助（子供達の遊び相手）

どんぐり学童クラブ
（第二小学校内）

23

「なごみ学童ボランティア」
保育補助（子供達の遊び相手）

なごみ学童クラブ
（第二小学校内）

24

「かしの木学童ボランティア」
保育補助（子供達の遊び相手）

かしの木学童クラブ

25

「高校生1日保育士体験」
保育所内でのお手伝い

NPO法人親子サポートぽっぽ
26 「大川戸子育て支援センターでボランティア」
来所の乳幼児と遊びます
NPO法人親子サポートぽっぽ
27 「地域子育て支援センターでボランティア」
来所の乳幼児と遊びます
28

「児童館サマーフェスティバルボランティア」
イベントのお手伝い

29

「児童館で夏休みボランティア」
児童館内の日常業務のお手伝い

「ゆたか保育園でボランティア」
30
保育補助やその他施設内のお手伝い

31

町立第一保育所

大川戸農村センター
地域子育て
支援センター

松伏町児童館
ちびっ子らんど

ゆたか保育園

夏休み期間 10：00 〜 17：00の活動可能な時間
＊人数：応相談 高校生以上
夏休み期間 8月1日（木）〜 30日（金）
10：00 〜 17：00
＊各日1 〜 2名 高校生以上
夏休み期間 8：30 〜 16：00
＊各日3名 高校生以上
2日以上継続して活動出来る方
8月22日（木）
・23日(金）いずれか1日
9：00 〜 13：00 ＊各日5名 町内在住・在学高校生
＊申込時に資料配布します。
＊昼食代200円持参
7月末〜 8月末の月・水・金曜日
＊各日2名程度 中学生〜大学生

9：30 〜 12：00

7月末〜 8月末 平日のみ9：30 〜 15：00
＊各日 2名程度 中学生〜大学生
7月21日（日） 13：30 〜 15：30
＊2名 中学生以上
夏休み期間：7月22日（月）〜 8月31日（土）
10：00 〜 16：00
＊各日2名 中学生以上
7月22日（月）〜 9月30日（月）平日9：00 〜
16：00、土曜日9：00 〜 15：00 時間応相談
＊平日各日7名、土曜各3名 中学生以上
＊持ち物：エプロン他 詳細は申し込みの際に説明します
＊昼食代はご負担ください
7月12日（金） 15：00 〜 20：00
7月13日（土） 7：00 〜 9：00
＊各日5名 高校生以上

「ゆたか保育園で行事ボランティア」
お泊り保育のお手伝い

その他の活動
番号

活動内容

「声のお便りつくりましょう」
32 目の不自由な方に、広報誌等を朗読しテー
プに録音する活動

活動先
ゆめみ野集会所

期間・時間・募集人数・対象
8月1日（木） 19：00 〜 21：00
＊２名 高校生以上

「点字ってなんだろう？」
33 身の回りにある点字の役割を知り、
点字をうつ・読む体験をします。

8月27日（火) 13：30 〜 15：30
＊15名 小学生以上(保護者同伴可)

「絵本を届ける運動 in 松伏」
34 日本で読まれている絵本に、翻訳シールを
貼り付け外国の子ども達に送ります。

8月20日（火） 14：00 〜 16：30
8月27日（火） 9：30 〜 12：00
＊各15名 小学生以上(小学３年生までは保護者同伴
での活動参加を条件とします)
＊申込時に、送りたい絵本をリストから選んでいただきます。

「バリアフリーを考えよう」
身体の不自由な方や、高齢者の生活をたす
35
ける道具を実際に使用し、バリアフリーに
ついて考えます。

松伏町ボランティアセンター
（ふれあいセンター）

8月20日（火） 10：00 〜 12：00
＊10名 小学3年生以上

「こども防災講座」
36 防災カレーライス作りと、防災について
ゲームを通して考えます。

8月4日（日） 9：00 〜 13：30
＊20名 小学生以上（小学4年生までは保護者同伴での参加を条
件とします） 持ち物 エプロン・三角巾・マスク・タオル

「捨てたらもったいない使用済み切手」
37 使用済み切手をはさみで切り取り、福祉団
体に送ります

８月２日（金） 13：30 〜 15：30
＊15名 小学生以上

10月以降も「彩の国ボランティア体験プログラム」はあります。次号以降の「社協だより」に掲載されますので、ぜひそちらをご覧ください。
社協の各事業は、みなさんの社協会費や共同募金配分金、一円玉募金などで地域福祉に役立てています。
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