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鶴居村老人クラブ連合会のゲートボール大会を開催しました。 （6月16日開催 ・9チーム参加）

優勝 中幌巴老人クラブ ・準優勝上幌呂老人クラブ ・第3位鶴居市街老人クラブ

主な内容

． 平成24年度社会福祉協議会事業報告 ・決算報告 ・…………・…………… 1～2 
． 平成24年度共同募金委員会事業報告 －決算報告 －一一……・…一………－－ 3 

． 社協会費について…・・…・……ー…一一一一一一一一一…………・…… 一一 4 
． 各団体からのお知らせ …ー………………・一一一一 一一一……ー………・ 5～6 
． 社協及び各団体の月行事予定 一一…・・……・・…・一一一一一一一一一一一…・… 7 

（グこの「社協だよりJは赤い羽根共同募金配分金の一部を受けて発行しています〉



(I) つるい社協だより
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平成24年度鶴居村社会福祉協議会事業報告

項 日 回数・期間 内 容

理事会 3回
0事業及び会計執行に伴う協議 ・決定について
0心配ごと相談所設置運営規程一部改正について他

評議員会 2回
0事業及び会計執行に伴う協議 ・決定について
0心配ごと相談所設置運営規程一部改正について他

0役員、評議員先進地視察研修他

役員・評議員等研修会 4回 0鶴居村社協・鶴居村共募合同研修会
「社協活動と地域支援事業の展開について」 他

内部監査 4回 0事業執行状況、会計収支状況について

会議・研修会 随時 0到｜｜路地区社協連協事務局長会議他

在宅福祉除雪サービス事業 12月～3月 。協力者18名（個人 ・団体含む）、対象者52世帯

0支援会員(10名登録）、依頼会員（25名登録）
子育て支援対策事業 通年 0恒常支援（64件利用）、臨時支援(120件利用）

（全て延べ件数）

。助成金額・恒常支援 1,300,000円（延べ64件）
子育て支援対策助成事業 通年 －臨時支援 663,300円（延べ120件）

計 1,963,300円

地域活動支援センタ一事業 通年
0サービス利用調整会議（7月）
0障害者の地域における自立支援 他

生活福祉資金貸付事業 通年 0貸付15件（新規O件）・相談14件

応急生活資金貸付事業 通年 0貸付7件（新規4件） ・相談16件

地域福祉推進事業 通年
。緊急時に活用できる命のバトン（仮）の検討・

0自治会農事組合等の会議への参加3件

福祉用具貸与事業 通年 0車椅子11台、特殊寝台l台他計14件

共同募金配分金事業

。個人登録（8名）団体登録（3団体）

通年
。ボラ ンテイア活動普及事業協力校の指定（3校）

ボランティアセンター運営事業
毎週金曜

0道新ボランティア奨励賞受賞（虹のかけはし）
0回収ボランテイア（延べ参加人数207名）
0回収ボランティア（売払金額52,704円）

広報活動（社協だより）事業 5回 。社協及び外郭団体の会議 ・事業等掲載

心配ごと相談所運営事業 月l回 0運営委員会開催（2阿）

サロン運営事業
12月 。もせつりふれあいサロン実施（27名参加）

－・・b，ーもー・－－・，4・・ 4・『，，，，＋合4・『，，’‘・＋一，ーー・・・・・・・－・－－・...・『’.......ー，4・....ー，守合，， ＋，ー，合 唱・ 4・＋ー，ー，，....’ー，－－ －・，，－‘，4・・ー・・－・. 一，，ー，，，，．一＋，ー『－－－『’『’『，，＋合唱b ，， 
3)-1 0上11毘呂ふれあいサロン実施（26Z'r参加）

独居高齢者支援事業
12月

0村内独居高齢者22名におせち配布
（年越しほのぼのサービス） （調理ボランティア11名、配達4名参加）

在宅福祉推進事業
1 1月 0鶴居市街を除く 全地域の独居高齢者15名参加

（ふれあい昼食会）

平成24年度事業については、ほほ計画どおり事業を実施する

ことカfできました。

ご協力頂いた関係者に感謝とお礼を申し上げます。
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平成24年度一般会計収支決算報告

収入

科目（大区分のみ） 決算額

会費収入 263,900円

寄附金収入 345,367円

経常経費補助金収入 15,029.000円

少子高齢化対策事業補助金 2.974.300円

助成金収入 0円

受託金収入 995,500円

共同募金配分金収入 972,379円

雑収入 62,162円

受取利息配当金収入 2,531円

繰越金 865.731円

収入合計 21,510,870円

支出

ぐ

科目（大区分のみ） 決算額

人件費支山 13,530,975円

事務費支山 1,811,495円

事業費支山 3,307,834円

共同募金配分金事業費 897,709円

助成金支出 141,000円

予備費 0円

n日：木主I1111 3ノLz: 401.057円

村返還金 167,600円

支 出合計 20,257,670円

財産目録平成25年3月31日現在

資産の部

収入内訳

支出内訳
共同~・金配分金事業~~ ＿，，.ー繰出金

4%ー＇ ~ 2% 

事業1~支出
16出

負債の部

1. 流動負債 1.084.050 

未 在、 五ノ＼ 未 払 三丹包、』 1027194 

預 り 金 所 f尋 税 56.856 

2.固定負債

ヲ｜ 当 金退職給与引当金 2,211,615 

負債合計 3,295,665 

差引純財産（資産合計一負債合計） 6,567,457 

1. 基本財産

定期預金｜基

2.運用財産

本
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一般会計普通貯金 1 2J55.39o 

普通預金｜職員共済費口座1 56.856 

応急資金貸付口座｜ 173,170 

定期預金｜基金積立金I4,426.697 

短期貸付金｜応急生活資金貸付金｜ 87,000 

前払金未収金｜北海 道 労 働 局 他

｜車輔運搬具・器具及び備品
同 定 資産l

’退 職 共 済預け金

資産合計

125.004 

892,565 

946,440 

9,863,122 
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鶴居村共同募金委員会
平成24年度事業報告・決算報告

項 目 実施 内 容

理事会 3回
事業及び募金運動計画の協議・決定、会計の収支状況、募金状況について
共同募金助成事業について

評議員会 2回 事業及び募金運動計画の協議・決定、会計の収支状況、募金状況について
内部監査 l回 事業執行状況及び会計の収支状況の監査
鶴！需村社協 基調講義「社協活動と地域支援事業の展開についてj
鶴居村共募 1回

グループワーク「各地域における高齢者等の課題把握について」
合同研修会
会議・研修への

3回 共同募金運動推進のための会議 ・研修
参加

赤い羽根共同募金 募金総額 795.420円
（内訳）

共同募金運動の
10月～12月 戸別募金 541.300円 －設置募金箱 69.372円 －学校募金 28,655円

職域募金 6,734円 －興行募金 17,950円 －街頭募金 24.059円
実施

個人募金 8.100円 －その他募金 99.250円

12月
歳末たすけあい運動募金総額 189.164円
（内訳） 法人募金 132,000円 法人以外の募金 57.164円

4月～3月 東日本大震災義援金 年度内総額 140,737円
5月～7月 茨城県・栃木県竜巻災害義援金 総額 19.000円

災害義援金の募
7月～8月 大分県大雨災害義援金 総額 3,000円
7月～8月 熊本広域大水害義援金 総額 11.000円

集
7月～8月 福岡県豪雨災害義援金 総額 11.335円
8月～10月 京都府南部議雨災害義援金 総額 10,000円
10月～12月 鹿児島県奄美地方台風災害義援金

事業報告

決算報告

共同募金寄付金会計
収入

一一－
収入合
支 出 合

繰越金

決算額｜備 考
795.4201赤い羽根共同募金
195,0721災害義援金
972.3791配分金収入

受取利息配当金収入｜ 31貯金利息
11.962.874 

項目
共同募金収入
義援金収入
法人内部間取引収入

合計

考決算額｜ （ 指

189’1941義援金送金
189.164 
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一計
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0 

収入合
支出合
「一一語越金

毎週B
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支出
項目

事務費支出
法人内部間取引支出

合 計

入 合計
出 合計
越金

収
支
一繰

目 ｜決算額 ｜ 備 考
金JXム 〕 盟国歳末たすけあし、義援金
計 I189.164 

ETE 

AQ玄

動
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あ
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問項一回ム口

献似一山一

項 日 決算額 1荷 考
法人内部間取引収入 104,463 事務費交付金
受取利息配当金収入 13 貯金利息

~x 入 20.000 鶴居村社会福祉協議会
三口》、 云ロー卜I 124476 

共同募金経費（事務費）会計
収入



つるい社協だより (4) 
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社協会費について

鶴居村社会福祉協議会は、「地域がつながる・人がつながる・あったか～い村づくり」を 目指し、

地域福祉の推進に取り組んでいます。そこで村今民の皆様に、福祉へのご理解と福祉活動にご参加

いただくことが必要です。

参加していただく方法のーっとして、社会福祉協議会で、は「会員制度Jを設けています。

皆さんから募った「会費jは福祉事業を展開していくための寅重な財源となります。

会費の種類 ｜ 
．会員の区分

1. 普通会員 －－

2 特別会員 ・

3. 賛助会員 ・・

＠会費

－自治会の会員及び社会福祉に対し理解ある者

．個人で特別会員として入会した者

－会社、事務所等で入会した者

1. 普通会員・ ・・年額 300円

2. 特別会員 ・・・ 年額一口 1. 000円

3.賛助会員 ・・・年額一口 3. 000円

※会費は何口でもご加入いただけます。

特別会員納入者（平成25年度5月末日まで）※納入順

大友雅喜／鵠橋忠輝／船本新二郎／渡辺章子／岩崎蘭子／桜橋敏夫／佐々木昇一／西村吉光

白田和史／児玉武夫／111村匡夫／遠藤諭／薮内健一／佐瀬正人／柚原君子／秋里秀子／土府孝之

｜御厚志ありがとうございます J 
お名 前

匿名（，，堤呂市街）

荒岸和子

金額（物品）

20 000 

車椅子

備考

社会福祉事業

福祉事業用具

車椅子・特殊寝台・チャイルドシート貸出しています

鶴居村社会福祉協議会では車椅子・特殊寝台・チャイルドシートを会員の皆様に無料で

貸し出しをしております。

こんな時はどうぞご活用ください
－外出の際に車椅子を利用したい。

－怪我をしてしまい電動のベッドを利用したし、0

．介護保険適用になるまでの間用具を借 りたい。

※用具についてはそれぞれ貸出期間が決ま ってお りますのでご了承ください。
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(5) つるい社協だより
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畑恵居村共同募金会からのお知らせ ｜ 

a 命希ザインla~~tIJ又Iこ怠怜r品

。~＼）... 総断、－ W 〆

北海道限定

2013年パージョン募金パッチ
〈エジリス〉 500円で瞬旋

. －一 ’ 9 、－~ ・会議や研修の時 フー‘I/_l.:.,.;ji,; 
一一一ー一 つけ7・-,....っす、〈 Yや背広に

ど》古嗣千を3ヒ大評判？・す！！

2012勾ZVer. 
シマフクロワ

2011年 Ver.
シロクマ

2010年 Ve仁

シロクマ

※8月1日より鶴居共同募金委員会で取扱います。 ~ tち
500円にて斡旋いたします。

サボーター重言 北海道目樹、 ~~~；；札幌
ーへ
』ノ

. r勝点募金＆ゴール募金J. • . ’寸

栗山監督

・・チーム1勝につき1.000円の募金

稲葉選手・小谷野選手・中田選手・陽選手

・ヒット1本につき1,000円の募金

勝点1につき3.000円、 1ゴールにつき － 
3,000円の募金

－コンサドーレ札幌は、昨年「車をおくろう

プロジ‘工ク卜Jを実践しました。・．．

「車をおくろうプロジ工ク卜jは道内の

福祉現場から多くの要望がある車輔につ

いて、 募金額との兼ね合いから要望の殆

どが答えられない現状を危慣したコンサ

ドーレの選手が福祉施設ヘ車輔を贈るこ

とを目的として実施しています。

均一パッチやポストカー ド

などのグッズも、9月より取扱いたします
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つるい社協だより (6) 
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身体障害者福祉協会鶴居村分会（以下鶴居村分会）では会員を募集しております。

身体障害者手帳をお持ちの方や会の趣旨に賛同し運営のお手伝いをしてくれる方が入会できます。

鶴居村分会では、平成24年度全道福祉大会への参加、研修会（身障者手帳取得により受けること

のできるサービスについて）や交流会（パークゴルフ大会、観桜会）などの事業を行いました。

平成25年度も会員の親睦と交流を目的として事業に取り組んで参ります。

詳しくは事務局までご連絡下さい。（身障者鶴居村分会事務局 fi64 -3033) 

一般社団法人北海道社会福祉協議会より援護功労賞
を受賞致しました。
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佐藤道雄さん

佐藤道雄さん（鶴居市街）の永年の功績が認められ、日本身体障害者

福祉大会（札幌大会）で一般社同法人北海道身体障害者福祉協会より「援

護功労賞Jが授与されました。

援護功労賞は身体障害者の更生援護につくし、身体障害者福祉協会

の発展に寄与しその功績が顕著な方が受託します。

佐藤道雄さんは昭和37年より鶴居村分会の事務局を担当して、昭

和61年からは事－務局長として御活躍されました。

また、昭和45年から昭和58年までは身体障害者相談員として、役

場退職後の平成10年には分会副会長、平成12年ーから平成18年までは

釧路地区身体障害者福祉協会の代議員、そして平成12年から現在ま

で鶴居村分会の監事として御活躍しております。

受賞お日出とうございます！

6月4II、旭川市で開催された第44回全道戦没者遺族

大会並び、に5日に執り行われた北海道護国神社慰霊大祭に

船本会長をはじめ5名の会員の皆さんが参列されました。

全道戦没者遺族大会では、戦没者遺族援護功労者に対し

知事からの感謝状賊呈式や「遺骨収集について」と題して

網走地区の成田公義氏による体験発表が行われました。

両円とも晴天に恵まれて絶好の参拝円和となり、有意義

な大会となりました。



(7) つるい社 協 だよ。
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7月

3日 （水） 心配ごと相談所運営委員会 10: 00～小会議室

4日 （木） 釧老連ゲートボール大会

6 i=l （土）～ 7日 （日） ボランティア愛ランド北海道 inゅうばり

8円 （月）～ 9Fl （火） 鶴老連生きがい研修

10日 （水）～11日（木） 釧路／根室地区社協会長・事務局長会議

16日（火） 相談サロン (10: 00～12: 00・13:00～15 . 00) 

28FI （日） つるい市場

8月

1日 （木）
社協職員スキルアップ研修

ボランティア養成講座

6日 （火）
鶴居村戦没者追悼式 (11: 30～） 

鶴居村遺族会総会 （10: 00～・鶴居村総合センター）

6日 （火）～7i=l （水） 全道社協職員研修会 （札幌）

9日 （金） 鶴老連パークゴルフ大会（9.（）（）～・鶴居村局パークゴ、ルフ場）

19日 （月） 相談サロン（10: 00～12: 00・13:00～15・00)

22日 （木） 釧老連西ブロック研修会 （鶴居村総合センター）

25日 （日） つるい市場

9月

3日 （火） 釧老連パークゴルフ大会 （浜中町）

5日 （木） 全道社協福祉大会 （中標津町）

17日 （火） 相談サロン 10: 00～12 : 00 13 00～15 00 

18日 （水） ～19日 （木） 釧身障分会幹部及び会員研修会（川湯）

23日 （月） 鶴居村－ふるさとまつり参加（共募 ・日赤－社協）

26日（木） 全道老人クラブ大会 （札幌市）

社協7月～9月の予定~ 

※回収ボランティアは毎週金曜日の10:00～｜日釧路開発詰所跡で作業を行っております。

※9月に社協・共募の理事会及び評議員会を開催予定です。

はじめまして、島脇 崇泰（しまわきたかひろ）と申します。

釧路市から参りました。鶴居村・の美しい景観やとっても優しい住民

の皆様に感激しております。至らない部分ばかりですが、頑張りま

すのでどうぞよろしくお願い致します。
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