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第８６号

発 行 所
津島市上之町１－６０
社会福祉法人

津島市社会福祉協議会
ＴＥＬ ２５－８４１１
ＦＡＸ ２５－８４１１社会福祉法人　津島市社会福祉協議会

人にやさしいまちづくりのために

～会員募集のお願い～～会員募集のお願い～～会員募集のお願い～～会員募集のお願い～～会員募集のお願い～
　津島市社会福祉協議会では、皆様からの会費を財源の一つとして、ひとり暮らし老

人や障がいのある方への支援、子どもの健全育成事業、ボランティアの育成事業など、

各種の地域福祉事業を実施し福祉の充実を目指しています。

　今年度も7月の会員募集強化月間には、民生児童委員、各町内嘱託員の協力を得て会

員募集を行いますので、趣旨をご理解のうえ、一人でも多くの皆様が会員としてご加

入くださいますようお願い申し上げます。

法人会員　年額 3,000円以上
協力会員　年額 2,000円以上
一般会員　年額 　500円

ëふれあい
子どもお楽しみ会
ブレーメンの音楽隊と
バラエティーショー´

▲初春の宴
お正月に大正琴や民踊、落語と美味しいおせち料理´
たのしいひとときでした

ëふれあい菜園
みんなでいも掘りをしました！！いっぱいとれたね！
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平成23年度

社会福祉
協議会予算概要
一般会計予算額
300,690千円

会費収入
6,091千円

その他
92,632千円

介護保険収入
109,110千円

老人デイサービスセンター事業費
3,536千円

居宅介護等事業費
（ホームヘルプ事業）
46,939千円

共同募金配分金収入
7,981千円

補助金
33,54

受託金収入
51,329千円

ボランティアセンター活動事業費
7,840千円

共同募金配分金事業費
10,097千円

居宅介護支援事業費
（ケアプラン作成等）
19,291千円

老人福祉センター等
管理事業費
29,069千円

費
66,652千円

その他
47,266千円

平成23年度の主な事業計画

◆　福祉活動の振興
　A会員募集の推進
　B社会福祉大会にて、福祉功労者を顕彰
◆　地域福祉・祉 在宅福祉の充実拡大在宅福祉の充実拡大
　Aふれあい子どもお楽しみ会
　B特殊寝台・車いす等の貸し出し
　Cひとり暮らし老人のつどい
　Dひとり暮らし老人「初春の宴」
　Eおもちゃ図書館の開設（毎週金曜日）
　F母と子のふれあい社会見学
　G世代間交流ふれあい菜園事業等
　Hふれあいサロンの開催
◆　ボランティア活動の振興
　Aボランティアに関する相談及び情報の提供
　Bボランティア講座の開催
　C福祉教育への協力
　D青少年ボランティア福祉体験学習事業の開催
　Eシニアサイン講習会の開催
◆　社会福祉協議会の基盤強化
　A理事・事 評講会及び職員の各種研修会への積極的参加評講会及び職員の各種研修会への積極的参加

　B「B 福祉だよりつしま」の発行の発行
◆　居宅介護支援事業
◆　訪問介護事業
◆　相談事業
　A心配ごと相談所の開設（第2・2 44金曜日）
　B法律相談所の開設（第1・1 33火曜日）
　C結婚相談所の開設（毎週月曜日と木曜日）
　Dママの気持ちでんわ（第2水曜日）
◆　津島市からの受託事業
　A福祉電話センター事業
　B各種ホームヘルプサービス事業
　C障がい者相談支援事業
　D介護支援ボランティア事業
◆　指定管理事業
　A老人デイサービスセンター
　B老人福祉センター、神守・神島田祖父母の家の管理運営神島田祖父母の家の管理運営
◆　愛知県社会福祉協議会からの受託事業
　A生活福祉資金・金 くらし資金の貸付くらし資金の貸付
　B日常生活自立支援事業
◆　共同募金運動・歳末たすけあい募金運動の推進

障がい者相談支援事業費
日常生活自立支援事業費など
障 相談支援事業費
日常生活自立支援事業費など

自立支援費等収入
寄付金収入
支援費

寄付金収入
貸付事業収入など
寄付 収入
貸付事業収入など

収入

支出



平成22年度

社会福祉
協議会決算概要
収入

207,453,633円

会費収入 6,106,800円
その他

16,530,930円

介護保険収入
95,771,323円

老人デイサービスセンター事業費
6,669,193円

居宅介護等事業費
（ホームヘルプ事業）
43,163,026円

共同募金配分金収入
7,732,365円

補助金収入
32,458,765円

受託金
48,853,4

ボランティアセンター活動事業費
5,667,687円

共同募金配分金事業費
7,622,824円

居宅介護支援事業費
（ケアプラン作成等）
18,623,398円

老人福祉センター等
管理事業費
28,621,850円

人運営事業費
38,305,617円

その他
19,331,172円

平成22年度の主な事業報告

◆　基盤強化
　A「A 福祉だよりつしま」の発行（年の発行（年3回）
◆　福祉活動の振興
　A会員募集（15,633件）
　B社会福祉大会の開催（12月5日）
◆　地域福祉・祉 在宅福祉の充実拡大在宅福祉の充実拡大
　A特殊寝台（台 37件）・車いす・車いす（す 58件）の貸し出しの貸し出し
　Bひとり暮らし老人のつどい（48人）
　Cおもちゃ図書館の開設（1,003人）
　D母と子のふれあい社会見学（36人）
　E世代間交流ふれあい菜園事業等
　Fふれあい子ども音楽会
◆　ボランティア活動の振興
　Aボランティア講座の開催（手話講座）
　B青少年ボランティア福祉体験学習事業の開催
◆　居宅介護支援事業
　A居宅介護支援事業（実利用者122人）

◆　訪問介護事業
　A訪問介護事業（実利用者123人）
◆　相談事業
　A心配ごと相談所の開設（相談件数29件）
　B法律相談所の開設（相談件数111件）
　C結婚相談所の開設（成立1件）
◆　津島市からの受託事業
　A福祉電話センター事業（延確認回数1,438回）
　B障がい者相談支援事業（相談者0人）
◆　指定管理事業
　A津島市老人デイサービスセンター（延利用者4,846人）
　B神守祖父母の家管理運営（延利用者12,288人）
　C神島田祖父母の家管理運営（延利用者20,149人）
　D老人福祉センター管理運営（延利用者28,924人）
◆　愛知県社会福祉協議会からの受託事業
　A生活福祉資金（14件）・くらし資金の貸付（・くらし資金の貸付（2件）
　B日常生活自立支援（28件）
◆　共同募金運動・歳末たすけあい募金運動の推進

障がい者相談支援事業費
日常生活自立支援事業費など

自立支援費等収入
寄付金収入
支援費

寄付金収入
貸付事業収入など
寄付 収入
貸付事業収入など

支出
208,004,767円

不足分については、前年度繰越金を充てています。

収入

支出
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ボランティア相談受付中
　ボランティア活動をしたい方、ボランティアを
受け入れたい方へボランティアコーディネーター
「つみきの会」がアドバイスいたします。
 お気軽にご相談ください。
◎場　　所　津島市総合保健福祉センター内
　　　　　　２階世代間交流室
◎開催日時　毎月第２・４火曜日
 　　　　　午前９時30分～午前11時30分

　ボランティア活動中のもしもの事故に備えてボ
ランティア活動保険にご加入ください。
　ボランティア自身がボランティア活動中にけが
をした場合の「傷害」と第三者に損害を与えた場
合の「賠償責任」をセットにした保険です。
　ご希望の方は、社会福祉協議会の窓口でお申し
込みください。

ボランティア活動保険に
ご加入ください

 65歳以上の方を対象に、つしま＊げんきボランテ
ィア（介護支援ボランティア）を募集しますé

 活動に応じてポイントが支給され、そのポイント
をボランティアへ還元していくものです。ボランテ
ィア活動に関心のある方や、ボランティアの受け入
れを希望している施設の方等は、ぜひご連絡ください。
◎募集対象　ボランティア（市内在住の65歳以上の方）
 　　　　　施設（市内の社会福祉施設等）
◎活動内容　受入施設等で行うボランティア活動
 　　　　　（イベントのお手伝い等）
◎申し込み　ボランティア登録・受入施設等登録・
 　　　　　地域振興券取扱店申込は、社会福祉
 　　　　　協議会へ（@25－8411）

つしま●げんきボランティアをはじめませんかつしま●げんきボランティアをはじめませんかつしま●げんきボランティアをはじめませんかつしま●げんきボランティアをはじめませんかつしま　げんきボランティアをはじめませんか

今年度は、９月14日（水）に実施の予定です。
◆行き先：長野方面　◆定員：80名　◆申込み：
８月の「市政のひろば」にて、ご案内の予定

ひとり暮らし老人のつどい

今年度は、11月５日（土）に実施の予定です。

◆行き先：伊勢方面◆定員：20組40名◆申込み：
10月の「市政のひろば」にて、ご案内の予定

母と子のふれあい社会見学

寄　付　金

　佐藤‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10,000円

寄 付 物 品

　津島神社‥‥‥‥‥‥‥‥‥清酒・酢・醤油

　プレイランドフェニックス‥‥‥お菓子１箱
 順不同・敬称略（平成22年12月1日～平成23年4月30日）

善意をありがとう  津島市老人デイサービスセンターは、要介護・要

支援認定を受けられた方を対象に、介護保険法に

基づき入浴や昼食の提供をする施設です。

 他にも、機能訓練や健康体操・食前の口腔体操な

どで介護予防にも取り組み、日常生活を健やかに

送るためのお手伝いをしています。

 ひとときでも介護から解放されたいご家族や、

自立した生活を送りたい高齢者の皆さま、ぜひご

利用ください。

 見学も随時受け付けていますので、ご希望の方は、

お電話にてご連絡ください。お待ちしています。

◎電　話　２３－４６７７

◎営業日　月～金　午前８時30分～午後５時15分

◎休業日　土・日・祝日　年末年始（12／30～１／３）

津島市老人デイサービスセンター
からのお知らせ

　このたび、東日本大震災にて、被災された皆様

に心よりお見舞い申し上げます。

∏社会福祉協議会の窓口にて15件の義援金をお

　預かりいたしました。

　グランドゴルフ愛好会・佐藤文子・グランドゴ

　ルフはつらつ会・津島市介護保険事業者一同・

 にこにこ体操一同・喜楽町町内会一同・大崎会

　館・エクササイズ会員一同・佐藤和雄・兼平町

　１丁目町内会・南本町３丁目町内会・㈱西日本

　宇佐美・共同募金箱・他４件（順不同・敬称略）

　ご協力ありがとうございます。

 社会福祉協議会窓口に設置した募金箱も合わせ、

　総額1,520,275円を中央共同募金会へ送金しま
　した。東日本大震災義援金ご協力ありがとうご

　ざいます。

π津島市ボランティア連絡協議会がヤマナカさん・

　FEEL津島店さん周辺で義援金活動を行い、総

　額が254,497円となりました。津島門前郵便局
　より中央共同募金会に送金しました。ご協力い

　ただきました皆様ありがとうございました。

東日本大震災義援金
 ご協力ありがとうございます。


