就任の御挨拶

平素より社会福祉協議会活動に力強い御支援、御協力を賜
り心からお礼申し上げます。
さて、この度、前会長公家靖孝氏が退任され、第38回理事
会において会長として拝命いたしました。
もとより微力ではございますが、決意を新たにして香南市
社協役職員一同、これからの地域福祉活動の発展のために務
めてまいりますので、御指導よろしくお願い申し上げ、御挨

会長

小松 健一

拶とさせていただきます。

お一人で悩まずに気軽にご相談ください。あなたのその悩み、いっしょに解決しましょう！
○次のような方が対象になります。
―しごとのことー
仕事がみつからない
仕事が続かない
適職が分からないなど・・・

―こころのことー
毎日が不安だ
やる気が出ないなど・・・

―すまいと生活のことー
家賃が払えなくなる
お金の管理が苦手など・・・

―法律等のことー
借金がある
仕事を辞めさせられそう
など・・・

その他上記以外でも生活面でお困りの事がありましたら、お気軽にご相談下さい。
お問い合わせ先
自立に向けて
一 緒 に 頑 張り
ましょう！

事 務 所：のいちふれあいセンター１階
☆来所・お電話にてご相談下さい。
受付時間：８時３０分〜１７時１５分（平日）
８
８
７−５
０−６
６
６
６
Ｔ Ｅ Ｌ：０
担
当：山下・野村

生活福祉資金
相談員紹介

生活福祉資金貸付担当の柏原です。
窓口が吉川庁舎から、のいちふれあいセンター1階に
移りました。
ご相談は、生活サポートセンターこうなん
０−６
６
６
６）までお電話ください。
（☎５
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平成
25年度

単位：円

事業報告

（

）内の金額は支出決算額です

●法人運営事業（53,039,147円） ●共同募金配分事業（5,657,501円)
理事会
５回
赤い羽根共同募金配分金を財源
評議員会 ４回
として次の事業を実施
ボランティアセンター運営委員会 ２回
①老人福祉活動事業
生活困窮者支援に関する講座 １回
②児童福祉活動事業
ボランティア体験の講座
１回
③母子・父子福祉活動事業
自殺予防に関する講座
１回
④障害者福祉活動事業
災害ボランティアセンター模擬訓練 １回
⑤福祉教育推進助成事業
総務委員会
１回
地域福祉委員会 １回
①〜⑤において給食サービス
福祉機器貸出し 29件
事業・ひとり暮らし高齢者遠足
法人成年後見事業受任件数 ２件
会・防災サバイバルキャンプ・高
香南市社会福祉大会の開催
齢者擬似体験・カヤック・ヨット体
験交流事業・母子･父子交流事
●相談事業（626,000円）
業・福祉推進校育成事業・障害
法律相談 85件
者交流事業等を実施
一般相談 11件
⑥歳末たすけあい配分事業
●会費事業（1,553,710円）
香南市社協だより ６回発行
あげます・
ください事業
延べ斡旋件数 103件
●障害者福祉サービス事業
（20,216,786円)
延利用者数
4,419人

●生活保護つなぎ資金貸付事業
（355,000円） 17件
●リフレッシュ移動サロン事業
（2,685,983円）
延利用者数 2,285人
その他の支出
積立預金積立支出
経理区分間繰入金支出
助成金支出
貸付事業等支出
事業費支出
事務費支出
固定資産取得支出

自立支援費等収入

21,222,100

●受託事業（29,355,022円）
①高齢者福祉センター運営事業
②お達者教室事業
延利用者数 4,742人
③香我美町いきいきクラブ送迎事業
④日常生活自立支援事業
取扱実件数 22人
⑤生活福祉資金貸付事業
相談件数
159件
●介護保険事業（172,826,489円）
①居宅介護支援事業
ケアプラン作成実人数 151人
②訪問介護・介護予防訪問介護事業
延利用者数 18,493人
③通所介護・介護予防通所介護事業
延利用者数 11,285人
④訪問入浴介護事業
延利用者数 316人
⑤地域福祉事業
*ひとり暮らし高齢者訪問活動
*いやしの里交流事業
延参加者数 290人
*香南市介護支援職員派遣事業
延派遣数
２校
⑥介護保険外福祉サービス事業

7,059,600
1,091,966
13,525,520
650,000
355,000
46,187,760
3,748,757
9,534,226

支出合計

286,315,638円

貸付事業等収入 355,000
雑収入

人件費支出
204,162,809

271,614

受取利息配当金収入

140,371

経理区分間繰入金収入 13,525,520

介護保険収入
171,932,571

収入合計

295,166,815円

会費収入

1,553,710

利用料収入

1,276,302

寄附金収入

414,966

施設整備等寄付金収入

108,000

経常経費補助金収入 47,195,000
積立預金取崩収入
受託金収入

3
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1,540,000
26,766,410

事業収入

3,631,750

共同募金配分金収入

3,972,301

負担金収入

1,261,200

香南市母子父子交流事業
〜日帰り遠足〜のご案内
日
時：平成２６年７月２７日（日）
場
所：NEWレオマワールド
参加対象：香南市内在住のひとり親家庭
参 加 費：１家庭１,５00円（入園料込）
※当日集めますので、ご用意お願いします。
申 込 み：参加希望者は７月１６日（水）までに香南市社会福祉協議会へ申込書持参、
もしくはFAXでお願いします。
日
程：香南市 ＝ 南国IC 善通寺IC ＝ NEWレオマワールド ＝
8:30

10:30〜14:30

善通寺IC ＝ 豊浜SA（休憩） ＝ 南国IC ＝ 香南市
15:10〜15:30

16:30

※天候によっては中止、もしくは内容が変更になることがあります。
※バスの運行表は申込み締め切り後、参加者にお知らせします。
【問合せ・申込み
香南市社会福祉協議会 担当：小川
TEL：57-7300 FAX：57-7305

海 遊交流会に
参加しませんか

〜カヤック・ヨット体験〜

日
時：平成26年８月２日（土）９：00〜13：30
場
所：香南市マリンスポーツ施設シースポ（夜須町手結ヨットハーバー）
目
的：自然に接し、普段体験できないような体験をし、楽しい１日を過ごす。
参加対象：香南市に在住する障害者とその家族
持 ち 物：濡れてもよい服装、帽子、日焼け止め、マリンシューズ、着替え、
ペットボトル等ドリンク、その他必要と思われるもの
主
催：香南市社会福祉協議会
協
力：NPO法人YASU海の駅クラブ
日
程
９:00
参加者集合、準備、着替え、ライフジャケット着用
９:30

注意事項説明、カヤック・ヨット体験開始

11:30

カヤック・ヨット体験終了、片付け

11:45

昼食、片付け

13:30

解散

※日程につきましては、天候の関係で変更する場合があります。
※申込みは、7/24（木）までにお願いいたします。
（問合せ・申込み）
香南市社会福祉協議会 担当：小川
TEL：57-7300 FAX：57-7305

香南市社協だより ４

ひとり暮らし高齢者遠足会を
開催しました
ひきこもり予防や交流を通じて心身のリフレッ
シュすることを目的に５月13日（火）、16日（金）
に遠足会を開催しました。しまなみ海道を渡りバ
ラ公園ではきれいな景色を楽しみ、JAの直販所さ
いさいきて屋で買物を楽しみました。
≪参加者の声≫
・家におってもひとりやき、出てきたら楽しい。
・久しぶりに会う人がいっぱいおって参加してよかった。

香南市社会福祉協議会では、赤い羽根共同募金配分金で、海遊交流会、
エコロジーキャンプ、母子父子交流事業、ひとり暮らし高齢者遠足会のほか、
見守りを兼ねた給食サービスや香南市内の小中学校での福祉活動推進校助
成事業等をおこなっています。
ナツボラとは、高知県内の夏(７月19日〜９月15日)
ィア
テ
ン
のボランティア活動の情報を集約して発信し、新たな
ボラ
ラ
ボランティアの参加層の拡大をめざすとともに、ボラ
中
☆
ボ
設募集
施
・
ナツ
ンティア受入団体やボランティアセンターなどボラン
録団体
登
ティア関係団体が連携して、多様なボランティア活動
受入
が地域で展開されるしくみづくりを進めています。

【高知県のボランティアの現状は‥】
新たなボランティアの不足‥
新しいメンバーを！

ボランティアセンターと関
係団体との連携不足‥

社会福祉分野の情報は多いけど、
「地域づくり」団体やほかの領域の
情報が不足している‥

【ナツボラに参加して、ボランティアを受け入れると】
施設・事業所の方は → 地域住民などがボランティアとして関わることにより、施設・事業所の理解が進む！
！
ＮＰＯ団体の方は → 活動を知ってもらい、応援してくれる人々を増やすことができる
ボランティアグループ・地域のグループの方は → 新たなメンバーを増やすきっかけに！
【ナツボラに関するお問い合わせは‥】
社会福祉法人高知県社会福祉協議会 高知県ボランティア・ＮＰＯセンター
ＴＥＬ
：
０８８−８５０−９１００
※ナツボラの詳細・登録用紙については高知県社会福祉協議会のホーム
ページでご確認いただけます。
http://www.kochiken-shakyo.or.jp/

お礼
の
附
ご寄
香南歌謡クラブ様より、ご寄附をいただきました。
地域福祉のため、有効に使わせていただきます。
本当にありがとうございました。

5

香南市社協だより

夜

のご紹介
」
家
こ
あいに
須町「より

地域での
活 動

「いつでも自由にどなたでも遠慮なくゆっくり
過ごしましょう」を合言葉にスタートした地域の
ふれあいどころ「よりあいにこ家」
おしゃべりはもちろん、絵手紙、体操、脳トレに歌や踊りなどを楽しんでいます。昨年は練習
を重ね、夏祭りにも参加し、手結の盆踊りを披露しました。
毎月のスタッフミーティング後には、さまざまな利用者さんに対応しようと英会話の学習を
始めました。
◇開設日：毎週火曜、金曜の午前10時〜午後4時

◇問合せ：☎５５−５３１９

理教室

地区料
町夜須川

夜須

4月18日（金）、夜須川公民館で
料理教室を開催しました。
この料理教室は、平成25年度、
夜須川地区で地域の課題整理をお
こない 、
「 集う場 所があったらい
い」という意見をもとに、地域住民
が集う機会として開催することに
なりました。

【参加者の声】
・久しぶりに顔見るひともおって楽しかった。
・大勢で食べたらおいしいねぇ。
・またこうやって集まる機会があったらえい。

いも植え

6月7日（土）、香我美町みかんの里いやしの里農園で、じゃが芋掘り、さ
つま芋の苗植えをおこないました。
梅雨に入り雨が続いていたため、天気を心配していましたが、まずまずのお天気に恵ま
れました。
大きなじゃがいもを見つけ歓声をあげる姿やぬかるんだうねの間を裸足になり一生懸命
苗を植える子どもたちの姿を見て、大人も子どもたちと一緒に楽しんでいました。
苗植えのあとは、岸本はたち会やJA助け合い組織かがやき香我美支部のみなさんが用意
してくれたかき氷やカレーをみんなで食べました。
当日ご参加いただいた皆様、ボランティアの皆様、本当にありがとうございました。
11月には収穫祭を予定しています。
苗の成長をホームページで紹介します。 http://konanshi-shakyo.or.jp/
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