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「社協だより」は、みなさまからの社協会費によって発行しています。

勇壮なちよだ太鼓の演奏とやまゆり館のささかざり勇壮なちよだ太鼓の演奏とやまゆり館のささかざり

やまゆり館　だより

平成22年度事業報告・収支決算

社協アルバム

お知らせ・善意銀行

理事会・評議員会

７月７日、やまゆり館で七夕まつりが開催さ
れました。
ちよだ太鼓にびっくり！
わたあめ、ヨーヨー、
出店でにっこり
楽しいひと時を過ごしました。
（やまゆり館だよりを4、5ページに掲載）

七夕まつり たのしい ひととき



決算総額 ： 156,525,980円

項　目 項　目
①会費収入
②寄付金収入
③市補助金収入
④助成金収入
⑤受託金収入
⑥事業収入
⑦貸付事業等収入
⑧共同募金配分金収入
⑨負担金収入
⑩居宅介護料収入
⑪居宅介護支援介護料収入

決算額
5,618,300
2,256,405
45,249,249
358,360

54,189,517
268,232
445,000
9,086,904
876,600
6,092,940
11,225,673 合　計

合　計

⑫その他の事業費収入
⑬自立支援等収入
⑭補助事業等収入
⑮利用料収入
⑯雑収入
⑰受取利息配当金収入
⑱経理区分間繰越金収入
⑲積立預金取崩収入
⑳その他の収入
⑳前期末支払資金残高

決算額
374,877
1,396,480
209,176
1,520,450
45,030
7,556

5,836,000
298,000
785,400

10,385,831
156,525,980

項　目 項　目
①法人運営事業
②共同募金配分金事業
③ボランティアセンター事業
④地区社協育成事業
⑤福祉啓発推進事業
⑥生活福祉資金事業
⑦生活管理指導員派遣事業
⑧地域ケアシステム推進事業
⑨地域介護ヘルパー養成研修事業
⑩地域活動支援センター事業

決算額
51,575,455
9,490,076
2,010,974
2,305,771
2,418,976
199,940
185,120

11,771,065
540,000

13,906,729

⑪老人スポーツ推進事業
⑫食の自立支援事業
⑬居宅介護支援事業
⑭訪問介護事業
⑮善意銀行事業
⑯小口貸付資金事業
⑰介護予防訪問介護事業
⑱障害福祉サービス事業
⑲やまゆり館指定管理事業
⑳当期末支払資金残高

決算額
148,000
325,645

10,357,708
5,451,236
1,741,424
475,000
1,044,000
1,563,780
27,787,395
13,227,686
156,525,980

①3.589%

①32.950%

②1.442%

②6.063%

③28.908%

③1.285%

④0.229%

④1.473%

⑤34.620%

⑤1.545%

⑧5.805%

⑧
7.520%

⑥0.171%

⑥0.128%

⑦0.284%

⑦0.118%

⑨0.560%
⑩3.893%

⑪7.172%

⑪0.095%
⑨0.345%

⑩
8.885%

⑫0.239%
⑬0.892%
⑭0.134%
⑮0.971%
⑯0.029%
⑰0.005%
⑱3.728%
⑲0.190% ⑳0.502%

⑫0.208%
⑬6.617%
⑭3.483%
⑮1.113%
⑯0.303%
⑰0.667%
⑱0.999% ⑲17.753%

⑳8.451%

平成２２年度
事業報告
収支決算

収入の部

支出の部

◆会務の運営
１）理事会・評議員会の開催
２）監査の実施
３）各種専門委員会の開催
◆自己財源の確保と社協活動の強化
１）社協会員会費実績　　　　5,618,300円
２）共同募金実績　　　　　　6,247,438円
３）歳末たすけあい募金実績　 4,164,113円
４）民生委員児童委員協議会連合会及び
　 各種団体との連絡強化
◆社会福祉啓発活動及び広報活動
１）社会福祉大会への参加
　・ 第60回茨城県社会福祉大会へ参加
　　　 市内顕彰者　県知事顕彰　６名
　　　 　　　　　　県会長顕彰　７名
２）広報紙の発行
　・ 「かすみがうら社協だより」の発行　年４回
◆研究及び研修
各種研修会への参加

　平成２２年度は、県南７市町村が実行委員会
を務める、「県南ブロックボランティア活動研究集
会」をかすみがうら市で開催しました。日頃ボラン
ティア活動に活躍されている方々が一堂に会し、
意見交換や課題検討を行いました。
　また、皆さまからの社会福祉協議会会費の総
額は 5,618,300 円でした。皆さまのご協力により
集まりました会費は、高齢者の生きがいづくり事
業や小中学生の福祉体験ワークキャンプの実施、
おもちゃ図書館の運営などに使わせていただいた
ほか、災害救援活動のために積み立てを行い、
今回の東日本大震災に際しては、備蓄していた
災害用品から給水袋を市に提供しました。
　今回の震災に際して、災害ボランティアセンター
を立ち上げる市町村社協が多い中、当会では日
頃よりボランティアセンター業務を行っていることか
ら、通常ボランティアセンターとして、調整業務を
おこなうことができました。
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◆援護対策
１）生活福祉資金貸付の実施
２）小口貸付資金貸付の実施
３）歳末たすけあい援護金の配布
４）被災世帯への見舞金の支給
　　全　焼　１件　　一部焼失　１件
　　負傷者　１名　　床下浸水　１件
◆ボランティア育成強化対策
１）ボランティア連絡協議会への援助協力
２）ボランティア講座の開催
　・ ハーモニカ講座　　・朗読講座
　・ 傾聴ボランティア講座
３）ボランティアセンターの運営
　・ ボランティア相談　・福祉教材の貸出
　・ ボランティアセンターだより
　  「かけはし」の発行（年１回）
◆心配ごと相談所
１）年間２４回実施
２）相談員研修会実施
◆介護保険事業
１）居宅介護支援事業所
２）訪問介護事業所及び
　 介護予防訪問介護事業所【23年3月末で廃止】
◆障害福祉サービス事業
１）居宅支援事業所【23年3月末で廃止】
◆その他福祉事業
１）福祉車両（車イス対応車両）の貸出
２）車イス ・ ベッドの貸出
３）善意銀行預託金品の受け入れ
　・ 預託金　36件　2,256,405円
　・ 預託品　30件（古切手・車イス等）
４）日本赤十字社啓発事業
　・ 社費増強運動の実施　4,951,800円
　・ 災害救援物資の配布
　  毛布、タオルケット、日用品セット等
５）移動おもちゃ図書館『ひよっこ』の実施
６）人形劇鑑賞会の実施

◆地域福祉活動
１）地区社協事業の実施
２）地域ケアシステム推進事業
　・ 要援護家庭のサービス利用調整など
　・ 「ひきこもり講座」の開催（全３回）
３）日常生活支援事業
４）地域介護ヘルパー養成研修事業

◆児童・青少年福祉
１）インスタントシニア・車イス体験学習の指導
２）福祉体験ワークキャンプの開催
３）ボランティア協力校（小中学校）への援助協力
◆高齢者福祉
１）生活管理指導員派遣事業の実施
２）『食』の自立支援事業の実施

３）老人クラブ連合会への協力
４）いばらきねんりんスポーツ大会への参加
５）健康づくり事業への協力
６）生きがい事業の実施
７）脳と体の健康教室の開催
◆障がい者福祉
１）障害者福祉会への協力
２）手をつなぐ育成会への協力
３）地域活動支援センターの運営
４）在宅障がい児者家族交流事業の実施
◆母子寡婦及び父子家庭福祉
１）母子寡婦福祉会への協力
２）新入学児童祝い品配布

地域活動支援センターでは、創作活動の一環としてさま
ざまな工芸品を製作・販売しております。ぜひいちど、お
手にとってご覧下さい。

ＥＭぼかし 各種陶芸品エコクラフト（かご）エコクラフト（かご） ＥＭぼかし 各種陶芸品 エコ（廃油）石けんエコ（廃油）石けん

地域活動支援センター　　商品のご案内地域活動支援センター　　商品のご案内地域活動支援センター　　商品のご案内
取り扱い販売所

○ふるさと出島の会直売所

○あじさい館受付前

○やまゆり館受付横

産
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◆管理業務
１）施設の保守点検、補修及び清掃
２）設備・器具の操作
３）施設経費に関すること
４）施設利用許可に関すること
５）ホームページの作成による利用促進
６）イベントや事業の実施
　・季節ごとの館内装飾の実施
　・地域ケアセンターの設置
　・福祉車両の貸出
◆情報公開に関すること
　・ホームページに施設概要等を掲載
　・市広報紙への各種イベント情報の掲載
◆個人情報保護に関する措置
　・職員研修の実施
◆防犯・防災対策
１）防災訓練の実施（協力：かすみがうら消防署）
　・訓練、消防車等の展示
２）消防計画の作成等

◆子育て支援センター事業
１）子育てルーム　子ども述べ13,209名
２）季節のイベントの実施
　・誕生会　・七夕まつり　・水遊び
　・運動会　・いもほり　　・クリスマス会
　・もちつき
３）子育て相談　　１２４件
４）０歳児事業
　・赤ちゃんマッサージ　２回実施　２７組
５）みんなで遊ぼう会　
　・児童館（３会場）　８回実施　123組
　・保育所等（５会場）１３回実施　133組

◆健康づくりコーナー事業
年間利用者数　7,582名
足湯利用者数　4,310名
◆会議室等貸出事業
年間利用件数（会議室、相談室）１４１件

P
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こんにちは、やまゆり館です。節電の夏、やまゆり館では毎年、緑のカーテンを育てていますが、今
年はおもちゃかぼちゃを育てています♡
さて、今回は平成 22 年度の事業報告と子育て支援センターから「子どもの安全を学ぼう」などの
イベントをご紹介します。
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平成２２年度事業報告【やまゆり館管理事業】平成２２年度事業報告【やまゆり館管理事業】平成２２年度事業報告【やまゆり館管理事業】

やまゆり館アクセスマップ
Yamayuri-kan Acces Map〒315-0052

かすみがうら市下稲吉２４２３－９  ☎029-832-5601

スーパー

食堂

〒

墓地
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　日本赤十字社茨城県支部の協力のもと、
子どもの事故予防と手当、家庭内での看病
の方法を学ぶ「子どもの看病を学ぼう」講
座を開催しました。
　当日は 14 名のお母さんたちが参加し、熱
心に看病の方法や症状の観察の仕方などを
学びました。

子育て支援センターのイベント情報は
毎月の「広報かすみがうら」お知らせカレンダーの
『みんなであそぼう』に掲載されます。

もしものとき、あわてないために

　子どもの看病を学ぼう ！
もしものとき、あわてないために

　子どもの看病を学ぼう ！
もしものとき、あわてないために

　子どもの看病を学ぼう ！

　日本マタニティーフィットネス協会認定イン
ストラクターの関口雅代先生をお招きし、『親
子ビクス』を開催しました。お母さんは、骨
盤メンテナンスなどのボディーメイク、子ど
もたちは、バランス感覚の刺激や歩行意欲
の促進などを行いました。

よちよち親子☆ママビューティー

エアロビクス
よちよち親子☆ママビューティー

エアロビクス
よちよち親子☆ママビューティー

エアロビクス

やまゆり館の

七夕まつり
やまゆり館の

七夕まつり
やまゆり館の

七夕まつり

６月15日㈬大塚児童館

６月15日㈬大塚児童館

７月７日㈭やまゆり館

７月７日㈭やまゆり館

６月23日㈭わかぐり保育所

６月23日㈭わかぐり保育所

親子ビクス
母と子がそれぞれの目的に
合ったトレーニングを親子の
ふれあいを通して行う運動・
教育プログラム

雨模様でしたが、たくさんの方にご来場いた
だきました。
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６月１４日（火）
下稲吉東地区社協　いきいきサロン
　茨城県レクリエーション協会から田谷京子先
生をお招きし、ゲームや『きよしのズンドコ節』
にのせて体操をしたりと、楽しい時間を過ごし
ました。

６月２８日（火）
ねんりんスポーツ大会
かすみがうら予選会
　ペタンク、輪投げ、クロッケー、グラウンドゴ
ルフの 4 種目の競技が行われました。上位入
賞者は秋に開催される、県大会に出場します。 

６月１７日（金）
ふれあい交流給食会
（志筑小学校と志筑地区社協共催事業）
　今年も志筑小学校の３・４年生のみなさん
が、地区の８０歳以上の方々をお招きして
ふれあい給食会を開催しました。

７月３日（日）
手をつなぐ育成会
奉仕作業と親子レクリエーション
　あじさい館周辺のごみ拾いを行った後、み
んなで、チョコチップバナナケーキと夏野菜
とゆで鶏の冷やしそうめんを作り、おいしく
いただきました。

社協アルバム社協アルバム社協アルバム
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理事会・
評議員会報告

第２回評議員会
議題
１　かすみがうら市社会福祉協議会理事の選任について
２　かすみがうら市社会福祉協議会監事の選任について

平成２３年６月９日（木）開催

同意
同意

第２回理事会
議題
１　かすみがうら市社会福祉協議会会長・副会長の選任について
　　【会長】宮嶋　光昭　【副会長】飯島　偉市・安田　秀徳
２　かすみがうら市社会福祉協議会会長職務代理者の選任について
報告
１　かすみがうら市社会福祉協議会監事について
２　かすみがうら市社会福祉協議会副会長・理事の順位について

平成２３年７月１日（金）開催

同意

同意

平成２３年５月２６日（木）開催
第１回評議員会
議題
１　平成２２年度かすみがうら市社会福祉協議会事業報告・一般会計収支決算について
２　平成２２年度かすみがうら市社会福祉協議会地域福祉センターやまゆり館事業報告・特別会計
　  収支決算について
３　平成２３年度かすみがうら市社会福祉協議会一般会計補正予算について
４　かすみがうら市社会福祉協議会定款の一部改正について
報告
１　かすみがうら市社会福祉協議会事務局体制について
２　平成２３年度かすみがうら市社会福祉協議会事業報告・一般会計予算について
３　平成２３年度かすみがうら市社会福祉協議会特別会計予算について
４　かすみがうら市社会福祉協議会指定訪問介護事業所等の廃止について
５　東日本大震災における社会福祉協議会の活動報告について

第１回理事会
議題
１　平成２２年度かすみがうら市社会福祉協議会事業計画・一般会計収支決算について
２　平成２２年度かすみがうら市社会福祉協議会地域福祉センターやまゆり館事業報告・特別会計
　  収支決算について
３　平成２３年度かすみがうら市社会福祉協議会一般会計補正予算について
４　かすみがうら市社会福祉協議会定款の一部改正について
５　かすみがうら市社会福祉協議会経理規程の一部改正
６　かすみがうら市社会福祉協議会評議員の選任について
報告
１　かすみがうら市社会福祉協議会事務局体制について
２　平成２３年度かすみがうら市社会福祉協議会事業計画・一般会計予算について
３　平成２３年度かすみがうら市社会福祉協議会特別会計予算について
４　かすみがうら市社会福祉協議会指定訪問介護事業所等の廃止について
５　東日本大震災における社会福祉協議会の活動報告について

可決

可決
可決

可決

可決

可決
可決

可決
可決
可決
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飲んだら、洗って、持ってきてね飲んだら、洗って、持ってきてね
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漂白剤
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料 化
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品

ワクチン

water
waterwa

ter

繰越金は災害や大規模福祉事業のために、積み立てております。

知 ら知 らおおお 知 ら せせせ
善 意 銀 行善 意 銀 行善 意 銀 行

匿名　　  　　 鉛筆93本

平成２２年度　払い出し実績

タキロン労働組合
預託品預託品 古切手古切手

みなさまからお寄せいただいた善意のこころをご紹介します。
お寄せいただいた善意は、ご寄贈の趣旨に沿ってかすみがうら市の
地域福祉向上のために活用させていただきます。
（寄付金は、所得税法上の寄付金控除が受けられます。）

平成２３年６月１日～７月８日　順不同・敬称略

東日本大震災に関する義援金をお寄
せいただいた方をご紹介いたします。

（H23 6/4～7/8）

引き続き、中央共同募金会・日本赤十字社・
社会福祉協議会では、義援金募集活動を
行っております。

子どもたちのために
（おもちゃ図書館整備のため）

高齢者のために（敬老式典）

福祉車両と盲導犬のために

生活に困っている人のために

火災などで被害を受けた方へ

その他（送り先指定）
　プルミエールひたち野へ

　手をつなぐ育成会へ

　地域活動支援センターへ　　 

　北茨城市（復興支援のため）へ

平成 22 年度に皆さまよりお寄せいただいた善意は、以下の
ように活用させていただきましたので、ご報告いたします。

 日本赤十字社義援金

 善意銀行義援金

かすみがうら市食生活改善推進員
連絡協議会　会長　小島伶子

板橋区高島平イベント
（観光商工課義援金箱）

義援金箱（千代田庁舎）

16,553円

2,120円

71,820円

千代田空手飛翔会 千代田空手少年団
（茨城県へ指定寄付）

匿名（茨城県へ指定寄付）

12,232円

10,000円

お詫び かすみがうら社協だより第２５号に下記のとおり誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。

　　　義援金箱（４ヶ所）　89,542円　→　　義援金箱（３ヶ所）　59,542円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  下土田区　　　　  30,000円

３ページ　赤い羽根共同募金義援金
正誤

みなさまにご協力をいただいている、ペットボトル
のキャップ収集活動の経過をご報告いたします。

平成２２年５月１日から平成２３年６月３０日までに
集められたキャップは
857,200個（ワクチン1,071名分相当）です。

＊＊＊収集の注意＊＊＊
集めているキャップは、「ポリプロピレン」素材
の清涼飲料用ペットボトルのキャップです。ポリ
プロピレン素材のものでも、化粧品・台所用
漂白剤・調味料等のキャップや金属のキャップ
は除いてください。

ペットボトルキャップがワクチンに！！
ペットボトルのキャップを集めリサイクル業者に売
却した売上金を、ワクチン寄付団体を通して発
展途上国へポリオ等ワクチンを送ります。

ペットボトルキャップがワクチンに！！
ペットボトルのキャップを集めリサイクル業者に売
却した売上金を、ワクチン寄付団体を通して発
展途上国へポリオ等ワクチンを送ります。

221,002円

140,000円

229,900円

345,342円

48,000円

 
50,000 円

50,000円

50,000円

500,000円

古切手・使用済みテレホンカード

チャイルドシート

オムツカバー

手作り竹馬一式

紙オムツ
タオル

割り箸
飲料水
車イス
介護用ベッド

県社協へ送付

子ども福祉課へ

サンシャインつくばへ

おもちゃ図書館へ
グリーンヒル千代田へ
プルミエールひたち野　

ホワイトハウス　
やまゆり館へ

サンシャインつくばへ
非常用物資として配分
社協貸出用福祉用具へ

社協貸出用福祉用具へ
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