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※地域福祉の収入の一部に寄与することを目的とし、表紙に広告を掲載しています。なお、掲載している広告内容に関する責任は、全て広告主に帰属します。

つ社協だよりは共同募金
配分金を財源の一部とし

発行しています。
再生紙を使用しています。

問
合
せ
先

（資　　格）社会福祉士又は社会福祉主事任用資格
（年　　齢）59歳まで
（募集人数）3名
（任用期間）平成27年10月中旬から28年10月中旬まで（任期付職員）他
　　　　　詳しくは、ホームページを御覧ください。
（試 験 日）7月下旬
（申込期間）平成27年7月6日～7月17日

社会福祉法人 津市社会福祉協議会
総務課 TEL059-246-1165までお電話いただくか、
ホームページを御覧ください。 http://www.tsu-shakyo.or.jp

【任期付職員（育児休業代替）募集】

平成27年度ふれあい・いきいきサロン講習会

ふれあい・いきいきサロンをより楽しくする
ために、サロンに携わっている方々とサロン
でできるレクリエーションを体験しました♡



1 法人運営事業

1－1 法人組織の充実

　●理事会、評議員会、監査会、部会及び理事研修会

　●広報啓発事業 （社協だよりの発行、ホーム

　　ページ・ブログによる福祉情報の発信）

　●人材育成及び研修

　●財政基盤の確立

1－2 地域福祉活動の推進

　●第9回津市社会福祉大会の開催

　●社協ほっとサービス事業

　●福祉啓発事業（ふくしまつりなどの開催）

　●ふれあい・いきいきサロン事業

　●福祉協力校推進事業

　●心配ごと相談事業

　●配食サービス事業

　●小地域福祉活動支援事業

　●第2次津市地域福祉活動計画の進行管理

　●敬老事業

　●福祉人材育成事業

　●福祉団体支援事業

　●社会福祉法人三重県共同募金会への支援・協力

2 共同募金配分金事業

3 地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）

4 生活福祉資金貸付事業（低所得者支援事業） 

5 声の広報等活動事業

6 外出支援サービス事業

7 ボランティアセンター事業

　●ボランティア活動への相談、登録、斡旋事業と

　　 ボランティア活動保険の受付

　●ボランティア啓発事業

　●ボランティア育成・推進事業

　●福祉教育推進事業

　●在宅障がい児（者）交流会の開催

8 居宅訪問介護事業 

　●介護保険事業

　●軽度生活援助事業

9 老人介護支援事業

　●地域ケア体制推進事業

　●介護予防事業

　●津市要援護者対策地域見守り活動事業

　　（絆のバトン）

10 地域社会福祉基金事業

　●地域福祉資金助成事業

　●社会福祉基金助成事業

11 地区社会福祉協議会運営助成事業

12 津市地区社協連絡協議会助成事業

13 障害者等ホームヘルプサービス事業

　●介護給付事業

　●地域生活支援事業（移動支援事業）

14 通所介護事業

　●介護保険事業

　●生きがい活動支援通所事業

15 障害者相談支援事業（特定相談支援事業）

16 居宅介護支援事業

17 高齢者生活支援ハウス運営事業

18 地域包括支援センター運営事業

19 要介護認定調査事業

20 物品販売事業

　●競走場売店経営

　●公共施設自動販売機の設置
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平成26年度 津市社会福祉協議会 事業報告・決算報告

事業報告
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決算報告

　津市社会福祉協議会は、民間における地域福祉の中心団体として、総合的な地域福祉の推進を
基本に、福祉サービス利用者への支援、社会参加活動のより一層の振興、福祉サービスの質の向上
などに向けた取組みを積極的に進めています。
　御協力いただきました会費は、地域の福祉情報を発信するため、社協だよりなど広報啓発事業
に活用させていただいております。

　会員の募集は年間を通じて行っております。今年度も、社協
活動の趣旨に御賛同いただき、ぜひとも御入会を賜ります
よう、みなさまの御理解、御協力をお願い申し上げます。

（単位：円）

収入の部
合　計

1,500,908,741

会費収入
985,000

寄附金収入
1,770,211

経常経費補助金収入
437,042,874

助成金収入
1,536,214

共同募金配分金収入
34,151,517

事業収入
29,386,811

負担金収入
1,544,000

介護保険収入
413,936,116

自立支援費等収入
25,372,158

会計単位間
繰入金収入
7,915,820

受取利息
配当金収入
20,830,891

雑収入
2,189,098

利用料収入
2,428,920

経理区分間
繰入金収入
20,952,791

固定資産
売却収入
55,000

積立預金
取崩収入
60,815,458

その他の収入
21,578,260

経常経費補助金収入
437,042,874

前期末支払資金残高
216,113,068
前期末支払資金残高
216,113,068

受託金収入
202,304,534

社協会費の御協力をお願いいたします
平成27年度

●賛助会員（個人）1,000円以上、（団体・法人）3,000円以上

平成26年度社協会費実績

444件　985,000円
御協力いただきありがとうございました

津
市
社
協
本
部
・
各
支
部
で

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

物品販売事業
28,479,479

要介護認定調査事業
77,026,481

地域包括支援
センター事業
87,016,554

生活支援ハウス
運営事業

13,280,000

障害者相談支援事業
3,157,685

居宅介護支援事業
121,746,370

通所介護事業
182,133,290

障害者等ホームヘルプ
サービス事業
20,138,401

地域社会福祉基金事業
83,371,248

共同募金配分金事業
34,151,517
権利擁護事業
10,236,005
生活福祉資金貸付事業
2,596,427
声の広報等活動事業
1,250,136

外出支援サービス事業
2,230,800

ボランティアセンター事業
2,230,170

老人介護支援事業
7,526,293

居宅訪問介護事業
105,392,323

支出の部
合　計

1,500,908,741

当期末支払
資金残高
204,874,410

法人運営事業
514,071,152
法人運営事業
514,071,152

当期末支払
資金残高
204,874,410
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共同募金の使いみち共同募金の使いみち

一人ひとりのやさしさが
あなたの住む町をもっと
やさしくしてくれます

一人ひとりのやさしさが
あなたの住む町をもっと
やさしくしてくれます

　男性が厨房に入ることで調理能力を高め、
ご自身もパートナーもロコモ予防と健康寿命を
延ばす活動を進めています。
※ロコモ予防とは・・・骨・関節・筋肉・神経系など
の運動器が加齢の影響により衰えている、または
衰え始めている状態を予防するもの

男性料理教室津

　一粒の汗の結晶が癒しの空間へ。この喜びが
あるから私たちは活動を続けられます。
「花を大切にしましょう！」

環境美化活動安濃

　地域のみなさまに楽しんでいただけるように
映画鑑賞会を開催しました。世代を超えたふれあい
の機会となりました。

ふれあい映画会美杉

　旬の食材を使った親子料理、感染症・認知症予防
教室など、健康生活につながる活動を通してひと
り親・寡婦会員が交流と絆を深めています。

健康づくり教室津

※赤い羽根共同募金はこれらの事業の他にもたくさんの事業に使われています。

津市内で集められた共同募金の使いみちを紹介します

津市食生活改善推進協議会津支部

美杉地区社会福祉協議会

安濃町老人クラブ連合会

津市母子父子寡婦福祉会津支部

津市食生活改善推進協議会津支部

美杉地区社会福祉協議会

安濃町老人クラブ連合会

津市母子父子寡婦福祉会津支部
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津市内では、住みやすい地域づくりを自分たちで行っている団体がたくさんあります
地域で取り組まれている福祉活動をピックアップして紹介します

あったかい地域づくり
地域の福祉活動紹介

　子どもたちのために何かできることはないかと考え、平成２１
年から戸木幼稚園と協働で七夕まつりを行っています。約８０人
の園児と一緒に願い事を書いた短冊を笹に飾り、七夕飾りが完成
した後は、お遊戯などを見てみんなで楽しんでいます。園内では、
元気な声が響き渡り、とても賑やかになります。
　年々園児の数が増えており、スタッフの人数を確保するため
に地区住民や喜楽会（老人クラブ）の方々にもスタッフとして
協力いただき、活動を支えてもらっています。回数を重ねる度
に協力者が増え、園児と高齢者のふれあいの場として恒例の
行事になっています。
　戸木地区では、新しい団地ができ、核家族世帯が増えて高齢者と子どもたちがふれあう機会があまりな
いため、今後も戸木地区の良さを大切にしながら、子どもたちには、高齢者との交流によって多くの体験
をしていただきたいと思います。また、高齢者にとっても地域に貢献できることや、子どもたちの成長を
喜びあえる地域でありたいと考えています。

戸木地区社会福祉協議会

星に願いを♪園児と地域の七夕まつり ～子どもの成長を喜び合う地域づくり～

久居久居久居

　合併前から続くこの運動会は、高齢者と子どもがふれあう
ことで、健康づくりと世代間交流を目的に、老人クラブが芸濃
町社会福祉協議会と開催したのが始まりです。これを受け継ぎ、
毎年いろいろな意見を取り入れながら、ボランティアの協力を
得て開催しています。
　昨年度は、椋本、明、安西・雲林院の各地区での開催という
方法を一新、芸濃総合文化センターのアリーナを会場とし、
町内の幼稚園児７８名と芸濃地区老人クラブの方々１５４名
が一緒になり運動会を開催しました。このことで、よりたくさんの芸濃町住民が一堂に会し交流でき
る場となりました。
　子どもたちと手をつないで走ったり、一緒にお弁当を食べ、歌や手遊びをしながら共に過ごす中で、老人
クラブの方々は子どもたちの元気な姿に自然と笑顔になります。また、会員同士の情報交換の場にもなり、
楽しい時を共有しています。さらに、平成２７年度からは保育園も一緒に参加することになり、地域のふれ
あいの場が一層広がることを楽しみにしています。
　これからも地域の子どもから大人まで、みんなが顔を見て話をし、身近な存在となることで、地域を
見守り、安心して暮らせる町づくりを目指していきたいと思います。

芸濃地区社会福祉協議会

地域ふれあい運動会 ～みんなが“えがお”になろう～

芸濃芸濃芸濃

むく   もと あきら う        じ         いあん   さい
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一人ひとりの思いを地域の力に

　津市社会福祉協議会内には、市内のボランティア活動を支援する「津市ボラン
ティアセンター」があり、安心して活動していただくための保険の取扱いや、
相談、情報の収集・発信を行っています。また、ボランティアをしたい人とボラン
ティアのサポートを求めている人とをコーディネートすることや、ボランティア
スクール（講座）も開催しています。各支部に窓口がありますので、ぜひ御利用
ください。今号では、平成２７年度の担当者を紹介します！！

人ひとりの思いを地域の力に

　地域の方々が
安心して楽しく
ボランティア活
動ができるよう
応援します！

　活動に関する相
談や保険の取扱い
も行っています。
ぜひ足を運んでく
ださい。

　みなさんの活
動を応援します。
お気軽にお声か
けください。

　応援します！
「人」や「地域」に
対するみなさん
のあたたかい想
いを。

　津市全体のボ
ランティアを推
進します。

　ボランティア
活動や助成金な
どの情報を発信
します。

　笑顔とスピードでみな
さんの想いを大切に！白
山のみなさんに必要とさ
れるボランティアセン
ターでありたい……お気
軽にお声かけください。

　美杉のみなさん
の想いを大切にし
ます！明るい笑顔
でお待ちしており
ます！

　ボランティア
センターを担当
させていただき
ますので、地域の
みなさんよろし
くお願いします。

　楽しく笑顔でボ
ランティア活動で
きるようお手伝い
します！みなさん
の志を一つに！お
待ちしています。

　みなさんと一緒
に、地域にボラン
ティアマインドが
拡散しますように
がんばります。

河芸支部

坂谷
安濃支部

永田
芸濃支部

太田

本部

増井

香良洲支部

後藤

津支部

竹内

久居支部

谷

白山支部

植村

美杉支部

竹森

一志支部

黒田

津支部

杉浦
美里支部

田中



　元気な人が介護が必要な状態にならないように、また、介護が必要な人でもできるだけ機能
を維持・改善できるように介護予防教室を実施しています。ぜひ、御参加ください。

介護予防
教室日程
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●事前に申込みが必要です。詳しくは各教室の開催支部へお問い合わせください。
●転倒予防教室の7/30（津）・8/27（津）は手話通訳、9/24（津）は要約筆記の方がつきます。

●転倒予防教室

9月24日(木） 10：00～11：30 津センターパレス地下1階 講話「歯とお口の健康」 転倒予防体操

津センターパレス地下1階 講話「転ばないからだつくり」 転倒予防体操8月27日(木) 10：00～11：30
津市サンデルタ香良洲 3Ｂ体操8月19日(水) 13：30～15：00

日　程 場 所

●認知症予防教室

●家族介護教室

7月10日(金） 10：00～11：30 津センターパレス3階
津市白山市民会館

楽しい習字を始めてみよう
脳が若返る？日常生活で楽しく認知症予防7月17日(金） 10：00～12：00

津市芸濃庁舎2階 講話｢認知症予防について｣8月 5 日(水）   9：30～11：00
津センターパレス3階 クラフト｢指で編む袋作り｣8月 7 日(金） 10：00～11：30

津センターパレス3階
津市サンヒルズ安濃

下手でいい！絵手紙
音楽療法

9月11日(金） 10：00～11：30
9月30日(水） 10：00～11：30

日　程 場 所

津市とことめの里一志 介護者の集い9月25日(金） 10：00～11：30

津市美里農業研修センター 介護食について8月 4 日(火）   9：30～12：00
アロマでリフレッシュ8月24日(月） 13：30～15：00

津市サンヒルズ安濃 家族のストレス軽減のためのヨーガ7月17日(金） 13：30～15：00
日　程 場 所

内　容

内　容

内　容

7月29日(水） 10：00～11：30 津市久居総合福祉会館
津センターパレス地下1階

3B体操で元気ハツラツ！
講話「夏の体調管理」 転倒予防体操7月30日(木） 10：00～11：30

日 時：平成２７年８月３０日（日） １３：３０～１５：４５（予定）　
場 所：津市美里社会福祉センター （津市美里町三郷４６－３）
講 師：第１部「成年後見制度とは（予定）」　　熊田　均氏（弁護士）
　　   第２部「成年後見支援の必要性について（予定）」 パネルディスカッション

申込みは、津市社会福祉協議会地域福祉課（２４６－１１６５）まで
締切り　平成２７年８月１９日（水）

日常生活自立支援事業とは・・・
　判断能力が不十分な高齢の方や知的、精神に障がいのある
方が、安心して生活を送っていただけるよう「福祉サービス
利用」や「日常的な金銭管理」を支援する事業です。

日常生活自立支援事業研修会 【オープン講座】
～成年後見制度の基礎理解と後見支援の必要性について～（仮）

成年
後見

制度

を学
びた
い方
、

興味
があ
る方
、

どな
たで

も参

加で
きま
す。

参加者募集！

津市河芸ほほえみセンター
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〒514－2211  津市芸濃町椋本6141ー1
TEL（059）265－4531　FAX（059）265－4950芸 濃 支 部
〒514－2113  津市美里町三郷46ー3
TEL（059）279－3366　FAX（059）279－3387美 里 支 部

〒514－2326  津市安濃町東観音寺418
TEL（059）268－5804　FAX（059）267－0800安 濃 支 部
〒514－0314  津市香良洲町2167
TEL（059）292－7711　FAX（059）292－7712香良洲支部
〒515－2521  津市一志町井関1792
TEL（059）295－0066　FAX（059）295－0117一 志 支 部
〒515－2603  津市白山町川口892
TEL（059）262－7029　FAX（059）262－6520白 山 支 部
〒515－3531  津市美杉町奥津929
TEL（059）274－0023　FAX（059）274－0024美 杉 支 部
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津市社会福祉協議会への御寄附ありがとうございました

その他物品合計 円378,110
お寄せいただいた御芳志は、社会福祉事業のため有効に活用させていただきます。厚くお礼申し上げます。
※御寄附いただいた個人の方は確定申告によって、所得税法上の寄附金控除が受けられます。（限度内）
※御寄附いただいた法人は確定申告によって、法人税法上の損金算入ができます。（限度内）

平成27年2月16日～平成27年5月15日

・花井 美一 様
・久居地区明るい社会づくりの会 会長　山田岑生 様
・長谷川　昇 様

・匿名 様
・年金受給者協会河芸町部会 様 

寄附金

・杖　　 匿名 様物　品

御芳名

心配ごと相談（無料）のお知らせ心配ごと相談（無料）のお知らせ
※都合により、日程など変更することがありますので、御了承ください。

弁護士相談（予約制）
7 月
8 月
9月

１日
5 日
2 日

（津 支 部）

（津 支 部）

（津 支 部）

８日
12 日
9 日

（久居支部）

（久居支部）

（久居支部）

15 日
19 日
16 日

（美里支部）

（河芸支部）

（津 支 部）

22 日
26 日
30 日

（香良洲支部）

（津 支 部）

（安濃支部）

29 日（白山支部）

各会場とも毎週水曜日、午後1時30分から午後3時30分まで開設します。　予約制で、1回6名までの1人約20分、各支部で開設月の3か月前から受け付けます。

専門相談 (津支部 )

●平成27年度職員採用試験について●●平成27年度職員採用試験について●

※お車でセンターパレスにお越しの際、津市営フェニックス通り及び民間駐車場を御利用の場合は有料となります。

予約不要で、午後1時から午後4時まで開設します。（受付は
午後3時まで）正午から整理券を配布します。（元公証人に

よる相談は先着7名、司法書士による相談は先着10名）

＊ただし、祝日・年末年始を除く

内容

法律相談 第2・4火曜日 元公証人

相続・贈与など 第2土曜日 司法書士

相談日 相談員 場所

津センター
パレス3階

　津市社会福祉協議会では平成27年度職員採用試験
（平成28年4月1日採用）を実施します。

　採用試験詳細については、8月1日より本会の「ホームページ」に掲載します。
また、各支部にも掲示します。

ブログも開設しています！


