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上映会を行います !!
夏休み子ども映画
上映会を行います !!
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収支決算報告書（資金収支計算書）
平成 28年度

勘定科目
会費収入
分担金収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
施設整備等補助金収入
固定資産売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入

収　入　計

決算額
1,858,000
78,000
814,855

57,888,037
103,459,991

240,000
3,185,160

168,776,332
29,463,539

78,084
1,273,380

0
0
0

2,526,646
369,642,024

（単位：円） （単位：円）

勘定科目
人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出
固定資産取得支出
固定資産除却・廃棄支出
積立資産支出
その他の活動による支出

支　出　計

決算額
279,813,939
29,611,741
32,654,209
211,000
105,000
4,146,400
110,000
352,126
6,760,400

0
0

4,624,890
358,389,705

369,642,024円
収　入

358,389,705円
支　出

人件費支出
279,813千円 78.07%

事業費支出
29,611千円 8.26%

32,654千円 9.11%
事務費支出

4,146千円 1.16%
助成金支出

6,760千円 1.89%
固定資産取得支出

5,403千円 1.51%
その他支出

社協会費・寄附金収入
2,672千円 0.72%

補助金・助成金収入
57,888千円 15.66%

103,459千円 27.99%
受託金収入

198,239千円 53.63%
介護事業収入

3,185千円 0.86%
事業収入

4,196千円 1.14%
その他収入
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皆さまからのご寄付は社会福祉のため有効に活用皆さまからのご寄付は社会福祉のため有効に活用
させていただきます。させていただきます。

社協賛助会費のお願い わたしたちの住み慣れた街の福祉活動の充実にむけ、みなさま
に賛助会員となっていただき、ご協力いただいた会費を尾鷲市
の地域福祉の推進に活用させていただきます。

みなさまのあたたかい気持ちが「福祉のまちづくり」実現のために届きます。
社協の活動にご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

― 社協会費の使いみち ー
児童や生徒の福祉教育
子育て世代の交流会や子育て用品の貸出
高齢者や見守りの必要な方への訪問活動
地域交流会（ふれあいサロン）
など

平成 29年度　日本赤十字社
救急法講習会
参加者募集！！29 年度　募金総額

2,413,580円

日赤募金への協力
ありがとうございました！

募金活動にご協力いただいた日赤奉仕団（婦人
会）、自治会、地域組織・団体、ボランティアの方々
にお礼申し上げます。

寄付していただいたお金は
　　災害救援
　　保健医療の充実
　　看護師養成

などに利用されます。

日　程
時　間
場　所

費　用
募集定員

申込み
電　話

日　程
時　間
場　所

費　用
募集定員

申込み
電　話

７月２２日㈯・２３日㈰・２９日㈯
９：００から１７：００
尾鷲市福祉保健センター　
４階多目的ホール
3,200 円（教本・教材セット等）
３０名※定員になり次第締切

総務・福祉係　　
２２－３２４６　まで

７月２２日㈯・２３日㈰・２９日㈯
９：００から１７：００
尾鷲市福祉保健センター　
４階多目的ホール
3,200 円（教本・教材セット等）
３０名※定員になり次第締切

総務・福祉係　　
２２－３２４６　まで

（平成 29年６月 13日現在）

善意銀行
平成29年 4月1日から平成29年 5月31日までに

ご寄付いただいた方です。(順不同 )

ありがとうございました

おわせ陶の会
匿　　　　名

　　　合　計

様
３件

30,000 円
57,258 円

87,258 円

皆さまからのご寄付は社会福祉のため有効に活用
させていただきます。

東日本大震災義援金集計

1,042件
51,498,058円
へのへのもへ座様が、5 月 5 日のバザ
ーの収益金を寄付してくださいました。
ご協力ありがとうございました。

1,788,000 円（1,425 件）平成 28年度実績総額

賛助会員　一口　1,000 円（特別会員　一口　5,000 円）

ザ

（平成 29年 5月 31日現在）

すえ
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コーナー子育て コーナー子育て

平成 29 年 5 月 20 日㈯に、地域の障がい者の皆さ
んと、福祉保健センターで避難訓練を行いました。
紀北地域協議会では、年2回避難訓練を行っており、
繰り返し練習することで、地震が起きたときの対
応が少しずつ身についてきました。今回は、ＤＶＤ
や防災かるたを使い、地震だけでなく、大雨・火
事などの自然災害や、火事・犯罪から身を守る方
法も学びました。次回は 11月を予定しています。

尾鷲市地域包括支援センターでは、日頃介護をされてい
る方々が交流し、わかち合えるもの同士の輪が広がって
いくよう、介護者の会（ささえ愛）を開催しています。
今年度は年 8回開催する予定です。

第4～8回では、介護実技講習会、調理実習、おしゃべり会、
ランチ会なども予定しています。
詳しくは尾鷲市地域包括支援センターまでお問い合わせ
ください。

ヤーヤにゃんの
ＬＩＮＥスタンプも
あるんだにゃぁ！
みんな応援よろしくにゃぁ！

ヤーヤにゃんの
ＬＩＮＥスタンプも
あるんだにゃぁ！
みんな応援よろしくにゃぁ！

https://www.facebook.com/owaseshakyo/

～ レンタルできます ～～ レンタルできます ～

グッズ募集中 ー チャイルドシートほか･･･ ーグッズ募集中 ー チャイルドシートほか･･･ ー

☆ベビーカー
☆ベビーベッド
☆チャイルドシート

☆ベビーカー
☆ベビーベッド
☆チャイルドシート
帰省中の方や急に短期間必要になった・・・など
ご利用おまちしております。　

役目を終えたベビー用品、捨てるには新しいし･･･
と悩んでいませんか？そんな時はぜひ一度ご連絡
ください。※概ね５年以内のもの。
（総務・福祉係：２２－３２４６）

おもちゃ図書館　開催予定おもちゃ図書館　開催予定

 7 月 8 日土 ・ 24 日月
 8 月 12 日土 ・ 28 日月
 ９ 月 ９ 日土 ・ 25 日月

 7 月 8 日土 ・ 24 日月
 8 月 12 日土 ・ 28 日月
 ９ 月 ９ 日土 ・ 25 日月

場所　福祉保健センター
　　　３階　児童コーナー
時間　午前 10時～ 11時半

場所　福祉保健センター
　　　３階　児童コーナー
時間　午前 10時～ 11時半

これからもみんなにこれからもみんなに
笑顔をお届け笑顔をお届け
するにゃぁ♪するにゃぁ♪

「社協だより」は

避難訓練を
開催しました生活福祉資金貸付制度『教育支援資金』のご案内

三重県社会福祉協議会では、一定の所得以下の世帯（生活保
護世帯を含む）を対象として、生活福祉資金貸付事業『教育支
援資金』の貸付を行っております。学校教育法に定められた高
等学校や大学などへの進学、通学に必要な経費（入学金や授業料）
を無利子で貸し付け、相談、申し込み、返済完了まで継続して
相談援助する制度です。

※ただし、各種奨学金制度など他の制度を優先します。

【お問い合わせ】
生活支援係　ＴＥＬ：０５９７－３７－４１５１

月曜日～金曜日　8：30～ 17：15（土日祝日・年末年始を除く）
※上記の時間以外での相談をご希望の方は、一度ご連絡ください

【お問い合わせ】
〒519-3618　尾鷲市栄町 5-5（福祉保健センター内）

℡２２－３００３（土日祝日・年末年始を除く）

貸付けには条件があります。
教育資金の借入をお考えの皆様、返済は卒業後の生活に
も影響を与えますので早めのご相談をお勧めいたします。
必要に応じて家計相談支援も行っておりますのでいつで
もご連絡ください。
また、制度について詳しく知りたいというお問合せもお
待ちしております。

【貸付の種類】

入学前に必要な入学金や教科書代、制服、体操服、鞄、
通学用の自転車の購入費、アパートの敷金礼金など
　上限：50万円（入学時１回のみ）

就　学
支度費

毎年必要になる授業料、施設整備費、部活動費、通学費など
　上限：高等学校 3.5 万円／月 専門学校 6.0 万円／月
　　　　短期大学 6.0 万円／月 大学 6.5 万円／月

教　育
支援費

第3回　7月27日（木）
10時～12時

フラワーアレンジメント講座

～今後の開催予定～
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