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向井小学校３・４年生の
みんなが福祉保健センターの
見学にきてくれました！

向井小学校３・４年生の
みんなが福祉保健センターの
見学にきてくれました！
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事業活動計算書（一部抜粋）
平成 29年度

勘定科目
会費収益
分担金収益
寄附金収益
経常経費補助金収益
受託金収益
事業収益
介護保険事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の収益

収　入　計

決算額
1,826,000
970,500
701,409

60,644,346
112,085,581
3,710,106

159,439,382
30,113,207
2,423,075

371,913,606

（単位：円） （単位：円）

勘定科目
人件費
事業費
事務費
分担金費用
助成金費用
負担金費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
徴収不能額
その他の費用

支　出　計

決算額
302,576,223
31,318,761
35,709,998
188,000
4,396,600
90,000

5,402,412
－1,476,603

2,000
142,941

378,350,332

371,913,606円
収　益

378,350,332円
費　用

人件費
302,576千円 79.97%

事業費
31,318千円 8.28%

35,709千円 9.44%
事務費

4,396千円 1.16%
助成金費用

3,925千円 1.04%
減価償却費等

422千円 0.11%
その他費用

社協会費・寄附金収益
2,527千円 0.68%

補助金・助成金収益
60,644千円 16.31%

112,085千円 30.14%
受託金収益

189,552千円 50.96%
介護事業収益

3,710千円 1.00%
事業収益

3,393千円 0.91%
その他収益
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尾鷲市身体障がい者互助会では、毎年、食事会や親睦旅行、尾鷲市ふれあいスポレ
ク祭などの行事を通して、会員同士の交流を深めています。
身体障がい者手帳をお持ちの方で、尾鷲市にお住まいの
方であれば、どなたでも入会できます。
会費は年間 1,000 円です。
皆さんも会員となって、楽しい時間を共有しませんか。

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
高齢者や見守りが必要な方への訪問活動
地域交流会（ふれあいサロン）
など

1,826,000 円（1,425 件）平成 29年度実績総額
賛助会員　一口　1,000 円（特別会員　一口　5,000 円）

教育資金に関する相談のご案内
～生活福祉資金貸付制度～

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、申し込みから返済完了まで継続して相談援助する制
度です。

※ただし、母子父子寡婦福祉資金や日本学生支援機構の第１種奨学金など他の貸付制度を優先します

【お問い合わせ】
尾鷲市社会福祉協議会　生活支援係　ＴＥＬ：０５９７－３７－４１５１まで

借入には条件があります。借入は卒業後の生活に大きな影響がありますので相談員が相談に乗ら
せていただきます。詳しくは生活支援係までご相談ください。

【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
　※貸付上限：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
　※貸付上限：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

尾鷲市身体障がい者互助会のご案内尾鷲市身体障がい者互助会のご案内

申し込み・お問い合わせ
尾鷲市社会福祉協議会
℡：0597-22-3170

総務・福祉係　℡：0597-22-3246
尾鷲市福祉保健センター　１階窓口
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コーナーコーナー子育て子育て コーナー子育て

☆ベビーベッド
☆ベビーカー
☆チャイルドシート

☆ベビーベッド
☆ベビーカー
☆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。
また、役目をおえたベビー用品も募集中！
※概ね５年以内のもの。詳しくはお問合せください。

問合せ先　総務・福祉係　℡２２－３２４６

善意銀行
平成30年 4月1日から平成30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
川上邦子舞踏研究所　川上邦子
ハラウフラ　オ　カウイオナラニ
代表　竹中みどり
紀北建設労働組合　婦人部
川上　田鶴子
匿名
　　　　　　　　　合　計

様

様

様
様
1件

20,000 円

128,526 円

10,000 円
20,000 円
201 円

178,727 円

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。
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。

みんな応援してみんな応援して
にゃあ！にゃあ！

ボランティア募集情報ボランティア募集情報ボランティア募集情報平成30年度日本赤十字社

救急法講習会参加者募集！
平成30年度日本赤十字社

救急法講習会参加者募集！
平成30年度日本赤十字社

救急法講習会参加者募集！
特別養護老人ホーム　あさひ
「夏祭り」ボランティア募集！
特別養護老人ホーム　あさひ
「夏祭り」ボランティア募集！今年度も下記の要領で救急法講習会を開催します。

応急手当や心肺蘇生、AEDの取扱を学びます。
今年度も下記の要領で救急法講習会を開催します。
応急手当や心肺蘇生、AEDの取扱を学びます。

すえ かい

かわ かみ くに とう けん しょきゅうこ ぶ

た ず こ

日赤募金へのご協力
ありがとうございました！
日赤募金へのご協力

ありがとうございました！

ヤーヤにゃん、今年もゆるキャラグランプリに参戦！ヤーヤにゃん、今年もゆるキャラグランプリに参戦！
尾鷲よいとこヤーヤにゃんは、ゆるキャラグランプリ 2018に今年もエントリーしました♪
インターネットでの投票が 8月から始まります。ヤーヤにゃんに清き一票を！どうかよろしくお願いします。
投票受付開始：2018年 8月 1日（水）10：00
　　　　　　　ゆるキャラグランプリ 2018（http://www.yurugp.jp/）

尾鷲よいとこヤーヤにゃんは、ゆるキャラグランプリ 2018に今年もエントリーしました♪
インターネットでの投票が 8月から始まります。ヤーヤにゃんに清き一票を！どうかよろしくお願いします。
投票受付開始：2018年 8月 1日（水）10：00
　　　　　　　ゆるキャラグランプリ 2018（http://www.yurugp.jp/）

月・ 月・ 月の ちゃ図書館７月・８月・９月のおもちゃ図書館

毎月第２土曜日と第４月曜日毎月第２土曜日と第４月曜日

 7 月 14 日土 ・ 23 日月
 8 月 27 日月　8月 11日土　祝日の為お　休　み

 ９ 月 8 日土　9月 24日月　祝日の為お　休　み

 7 月 14 日土 ・ 23 日月
 8 月 27 日月　8月 11日土　祝日の為お　休　み

 ９ 月 8 日土　9月 24日月　祝日の為お　休　み

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
障がいのある子もない子もどなたでも遊びにきてください。
おもちゃの貸出しもあります♪
障がいのある子もない子もどなたでも遊びにきてください。
おもちゃの貸出しもあります♪

～ レンタルできます ～
～ レンタルできます ～

30 年度　募金総額

2,238,978円

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。

夏祭りでの駐車場整理のボランティアさんを募集します！
よろしくお願いします！

☆３日間の受講が必要です☆

日　　時）
場　　所）
内　　容）
募集人数）
連　絡　先）

日　程
時　間
場　所

費　用
募集定員
申　込

7月 21日（土）、7月 22日（日）、7月 28日（土）
9：00～ 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 28 日（土）17：00 ～ 20：30
特別養護老人ホーム　駐車場
駐車場整理をお願いします！
3～４名※定員になり次第締切
特別養護老人ホーム　あさひ
担当：細川　090-2575-8111

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。

（平成 30年 6月 8日現在）
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