平成
26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（57,357,557円） ●共同募金配分事業（6,104,918円)
理事会
４回
赤い羽根共同募金配分金を財源とし
評議員会
４回
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
災害ボランティアセンター体制
②児童福祉活動事業
づくり検討会
３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
総務委員会
２回
⑤福祉教育推進助成事業
地域福祉委員会
１回
①〜⑤において給食サービス事
福祉機器貸出し
23件
業・ひとり暮らし高齢者遠足会・
法人成年後見事業受任件数 ４件
エコロジーキャンプ・高齢者擬似
香南市社会福祉大会の開催
体験・カヤック・ヨット体験交流事
業・母子･父子交流事業・福祉推
●相談事業（626,000円）
進校育成事業・障害者交流事
法律相談
75件
業等を実施
一般相談
５件
⑥歳末たすけあい配分事業
●会費事業（1,513,100円）
●生活保護つなぎ資金貸付事業
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６回発行
あげます・
ください事業
（345,000円） 16件
延べ斡旋件数
201件
●リフレッシュ移動サロン事業
●障害者福祉サービス事業
（3,472,831円）
（26,918,974円)
延利用者数
3,566人
延利用者数
5,105人
●介護保険外福祉サービス事業
●指定相談支援事業
（2,796,769円）
（144,162円)
延派遣者数
776人
延利用者数
43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

25,748,520

貸付事業等収入
雑収入

●受託事業（37,487,645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
4,973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
実利用人数
24人
⑤生活困窮者自立促進支援事業
延相談件数
24人
⑥生活福祉資金貸付事業
相談件数
121件
●介護保険事業（158,469,409円）
①居宅介護支援事業
ケアプラン作成延人数
1,654人
②訪問介護・介護予防訪問介護事業
延利用者数
17,547人
③通所介護・介護予防通所介護事業
延利用者数
10,541人
④訪問入浴介護事業
延利用者数
171人
●地域福祉事業（2,700,642円）
*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
243人
*香南市介護支援職員派遣事業
延派遣数
２校

7,532,230
1,763,745
20,156,470
650,000
345,000
45,608,308
3,314,303
2,052,466
345,000
771,143

受取利息配当金収入
134,850
経理区分間繰入金収入 20,156,470

介護保険収入
152,829,682

収入合計

300,176,218円

支出合計

297,937,007円

人件費支出
216,514,485

会費収入
1,513,100
利用料収入
1,671,742
寄附金収入
76,745
施設整備等寄付金収入
120,520
経常経費補助金収入 47,871,000
積立預金取崩収入
690,000
受託金収入
35,009,808
事業収入
4,069,240
共同募金配分金収入
4,250,318
負担金収入
1,199,600
退職共済預け金返還金収入 3,618,480
助成金収入
100,000
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香南市社会福祉協議会の
キャラクターが決まりました！

兼ねてより募集していました香南市社会福祉協議会のキャラクター
が城山高校３年生山中未波さんの「ワオさん」に決定しました。
らっきょう

名前：ワオさん
（輪を！！先駆的なアイディアにわお！）

性別：中性（やや女性より）
年齢：30歳前後のきつね年
性格：家庭的でお母さんのような温かさ
※わおきつねざるは、さるの仲間の中でも珍
しくメスが優位な女性上位の社会です。
香南市社協は女性職員が多くを占めてお
り、当社協にぴったりです！！
ニラ
みかん
メロン

中日

５町それぞれの
特産品を
身につけています

このキャラクターの発案者は…山中未波さん（17歳）
山中さんは、
とてもシャイな城山高校３年生、
イラストデザイン部主将です。

城山高校イラストデザイン部のみなさん
山中さんは前列中央です

パートヘルパー
（若干名）

の 募 集
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★キャラクターについて一言★
「香南市内有名なものを集めました！その中でも一番
工夫したのは、
わおきつねざるです！」

【仕
事】 訪問介護業務全般
【時間・休日】 面談のうえ決定
【給
与】 生活援助 時給940円、身体介護 時給1,420円
【賞
与】 年2回支給
【資
格】 ホームヘルパー2級以上
【応
募】 電話連絡のうえ、履歴書をご持参ください。
☎57-7300 担当：濱﨑

香南市母子父子交流事業
〜日帰り遠足〜のご案内
7 26

日 時：平成２７年 月
日（日）
行 き 先：鷲羽山ハイランド（フリーパス大人１名分付）
参加対象：香南市在住のひとり親家庭
参 加 費：1家庭1,500円
申 込 み：参加希望者は7月14日（火）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。申込書は、のいちふれあいセンターおよび市役所支所にあります。
日

程 ：香南市

＝＝

貸切バス

＝＝

南国IC

＝＝

瀬戸大橋

＝＝★鷲羽山ハイ

8:00

ランド（各アトラクション・プールでお楽しみください）＝＝
豊浜SA（休憩） ＝＝ 南国IC ＝＝ 香南市

10:30〜15:00

児島IC

＝＝

15:50〜16:10

17:30

※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。
※大人１名分のフリーパスは社協で負担しますが、お子様分は自己負担ください。

（問合せ・申込み先）
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〜

時 ：平成２７年８月１日（土）
９
：
００〜１３
：
３０
※台風接近等、天候の関係により８月８日（土）に変更する場合があります。
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
日

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

申 込 み ：７月２４日（金）までに香南市社会福祉協議会へご連絡ください。

（問合せ・申込み先）
香南市社会福祉協議会

担当：小川

TEL 57-7300

FAX 57-7305
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小学 4 〜 6 年生へ
～ワークキャンプのご案内～
8月4日（火）〜5日（水）

日

時 ：平成２７年

場

所 ：ほっと平山（香美市土佐山田町平山459、☎53-2076）

参加対象：香南市の小学4〜6年生
定

員 ：35名（※先着順）

参 加 費 ：1人2,000円

※当日集めますので、おつりのないようご用意お願いします。

申 込 み ：参加希望者は7月17日（金）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。
※申込書は、各小学校へ配布しています。
※申込書持参の場合は、平日8:30〜17:15、FAXでの申込みは、終日および土日祝日も
受付けます。
内

容 ：ピザづくり、ダンボールハウスづくり、ネイチャーゲーム等
※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・準備物は申込み締め切り後、参加者にお知らせします。

（問合せ・申込み先）
香南市社会福祉協議会

担当：小川

TEL 57-7300

FAX 57-7305

ひとり暮らし高齢者遠足会を開催しました
ひとり暮らし高齢者遠足会を開催しました
5月26日（火）、29日（金）、ひとり暮らし高齢者遠足会で
タオル美術館とアサヒビール四国工場へ行きました。アサ
ヒビール四国工場では、出来立てのビールの試飲をし、み
なさんほろ酔いで楽しく過ごしました。
ひとり暮らし高齢者遠足会は、閉じこもり防止や交流を
目的として毎年2回実施しており、久しぶりに会う友人や知
人とおしゃべりを楽しんだり、中には、この遠足で会える
人がいることを楽しみに参加される人もいます。次回は、
秋の実施予定です。

母子父子交流事業日帰り遠
足、海遊交流会、ワークキャ
ンプ、ひとり暮らし高齢者遠
足は、赤い羽根共同募金配
分事業です。

5

香南市社協だより

団体
活動

夜須町高齢者クラブ連合会「花いっぱい運動」

6月5日（金）、夜須中央公民館、夜須保育所、夜須幼
稚園で花の苗植えをおこないました。この花いっぱい
運動は、園児や地域住民との交流や環境美化を目的
に、夜須町高齢者クラブが毎年おこなっています。
あいにくの小雨でしたが、園児たちは元気いっぱいのあいさつの後、高
齢者クラブの会員さんたちと一緒に苗植えをおこないました。
毎日のお花のお世話は園児たちにお願いしています。大事にお花を育ててくださいね。

野市町民生委員児童委員協議会の活動紹介
野市町民生委員児童委員協議会では、毎月第3水曜日に野市町内
の75歳以上のひとり暮らしの高齢者の方にお弁当を配っています。
〜まずは、女性部の皆さまの給食づくり！〜
ご飯を炊く係、おかずを作る係、洗い物をする係等役割分担し、
想いを届け〜
流れもスムーズ！皆さんお手の物で、毎月約160個のお弁当を
作っています。
〜担当地区の民生委員さんの見守りと配達〜
完成したお弁当は、担当地区の民生委員の皆さまが配達してく
れています。ただお弁当を届けるのではなく、
「元気にしてるか
な？」
「困ったことないかな？」と見守りを兼ねた訪問です。
※給食サービス事業は各町で実施しています。

香南市身体障害者連盟 総会及び研修会を開催しました
５月２９日（金）、のいちふれあいセンターで総会及び研修会を開催しました。
当日は18名が参加し、研修会では、野市大正琴やすらぎ会の皆さまの琴の演奏
後、香南市長清藤真司氏に「施策方針」についてお話していただきました。
香南市身体障害者連盟では会員を募集しています。身体
障害者手帳をお持ちであれば、どなたでも会員になること
ができます。お申込み、お問合せは、事務局（☎57-7300、
FAX57-7305担当：前田）までご連絡ください。

地域での
活
動

◉

いやしの里

じゃが芋掘り＆さつま芋植え付け

6月6日（土）、いやしの里農園で、じゃが芋掘
りとさつま芋の植え付けをおこないました。
梅雨入りし天気が心配されましたが、当日は
梅雨の中休みでスッキリと晴れ渡った青空の
下、連日の雨でぬかるむ畑でこども達が長靴の
中まで泥だらけになりながらも、ボランティアの
皆さんに教わりながら、さつま芋の苗を丁寧に植えつけました。
じゃが芋掘りでは土の中から掘る度にゴロゴロと出てくる芋に笑顔
で大きな歓声が上がっていました。
作業後は農園で収穫したじゃが芋を使用したＪＡ土佐香美「かがや
き」特製のカレーライスと、岸本はたち会のヒンヤリあま〜いカキ氷
を皆で美味しく食べました。
当日ボランティアで参加いただいた皆さま、ありがとうございました。
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