
⑴ 第36号 平成30年７月２日

　歌のボランティア具志川の皆様、村内出演10団体の皆様
に第26回チャリティーなつメロの夕べを盛り
上げて頂き心から感謝申し上げます。

ご寄付やチケット購入でご協力頂いた皆様
ご支援ご協力ありがとうございました。

この社協だよりは　　「赤い羽根共同募金」の配分金で作成されています。

区長会代表
玉城良太さん

ふさと苑代表
鳥居塚誠子さん

伊江村議会代表
山城善彦さん

伊江村婦人会代表
小那覇愛さん

第26回　チャリティーなつメロの夕べ
2018年 5月 19日

　平成30年４月から社協だよりの担当になりました比嘉　梢です。
　一人でも多くの人に社協のことを社協だよりをとおして伝えることが出
来たらいいなと思っています。

発行／伊江村社会福祉協議会　伊江村字川平364番地1　TEL.0980－49－5104
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ハンセン病啓発講話会

民生委員児童委員協議会の定例会の様子

前年度優勝チーム選手宣誓

最高齢者賞を受賞した
西江上区 山城 竹さん

挨拶を述べる
宮里徳宏会長

　ハンセン病の事を正しく知ってもらう為に

ハンセン病啓発講話会とパネル展を開催しま

した。民生委員児童委員をはじめ３０名余り

の方が講話を聞きに来て下さりました。

　語り部の金城幸子さんはご自身の辛い経

験を涙ながらに語って頂き、ご来場された

皆様も胸を熱くして聞いていました。又、

金城さんはハンセン病の事だけではなく性

同一性障害や同性愛、障がい者等の差別も

なくしたいと幅広い活動をしています。

　伊江村民生委員・児童委員協議会では、

両小学校先生方との顔合わせと民生委員

活動紹介を目的に上記日程で学校訪問し

ました。

　学校と連携を図り地域ぐるみで、支え

見守っていけるよう取り組んでいきます。

期　日：平成30年６月４日月曜日
場　所：伊江村農村環境改善センター
主　催：公益財団法人ゆうな協会
語り部：金城幸子
コーディネーター：山城紀子

西小学校訪問期日：平成30年５月16日（水）
伊江小学校訪問期日：平成30年５月21日（月）

伊江村民生委員児童委員と両小学校職
員の皆様による顔合わせ

伊江村老人クラブ連合会

ハンセン病啓発講話会

伊江村民生委員・児童委員協議会

母の部 父の部
優勝 東江前A 川平A
２位 阿良 西江前
３位 東江前B 東江前A

平成30年４月19日
伊江村老人クラブ連合会総会

平成30年５月30日
第30回母の日ゲートボール大会
第33回父の日ゲートボール大会
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■ 理事会・評議委員会の開催数 ■ 社協会員制度

敬老会、琉球バス交通（琉まーる）による民謡ショー

● 友愛訪問事業

平成29年度

● 敬老会事業

● 外出支援サービス

● 日常生活用具の無料貸し出し ● 車両・機材等無料貸し出し

琉球バス交通三線ユニット
『琉まーる』による民謡ショー

村内の高齢者を対象に行っています。

来場者数：約 120 名

期日：平成29年８月24日 木曜日
場所：伊江村農村改善センター

訪問は各区老人会女

性部

 ８ 月（旧盆前）5名
12月（正月前）6名

　在宅の介護が必要な高齢者の方、

ひとり暮らしの高齢者に対して美容

師、理容師のご協力で行っています。

● ふれあい理容サービス事業 ● 紙おむつサービス事業

月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
延べ人数 236 297 274 271 300 263 339 311 256 253 267 271 3338
実人数 21 24 23 24 24 26 26 26 21 25 20 20 280

　在宅の寝たきりの高齢者並

びに障害を持つ方への経済的

負担軽減を図る。

 ６ 月　18名
11月　17名
 ３ 月　21名

■ 高齢者福祉対策事業

月 対象者
６月 24名
８月 25名
10月 25名
12月 25名
２月 25名

社協物品 回数
軽リフト 3
ワゴン車 15
カラオケ機材 8
ワイヤレスマイク 1

用具名 回数
車イス 26
歩行器 6

介護用ベッド 5
シャワーキャリー 2
ポータブルトイレ 5

評議員会の様子

理 事 会
５回

評議員会
４回

戸別会費年額（５００円）
 ６４８，５００円

会員制度は他にも
賛助会員、団体会員、 特別会員があります。
 （年額千円）（年額5千円）（年額1万円）

伊江村社会福祉協議会の事業実績
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■ ボランティア事業

■ 福祉資金造成のための事業

■ ４団体交流事業

高齢者宅清掃
ボランティア
区老人会協力

募金の様子

４団体交流忘年会 ボッチャ講習会

● 高齢者宅清掃ボランティア
対象者宅 ７件
　高齢者宅の庭木の伐採、草刈り

が必要な家を対象に、区の老人ク

ラブの皆様と行っています。

実施期間　
10月１日～12月31日

実施期間　12月１日～12月31日

参加人数　29名
期日　平成29年８月９日
場所　特別養護老人ホームいえしま
　　　デイサービスセンターいえしま
　　　グループホームいえしま
　　　伊江村立東保育所　伊江村立中央保育所
　　　ふさと苑　　　　　たんぽぽ作業所

● 夏休み中学生ボランティア研修会

● 赤い羽根共同募金

● 中学生年末ボランティア

● 歳末たすけあい共同募金

・たんぽぽ作業所
・ちむぐくる事業所
・ぴゅあいいじま共同作業所
・伊江村身体障がい者協会

※平成29年12月からは伊江村身体障がい者協会も加わり４団体の活動

戸別募金 1287件 900,900円
職域募金 ７件 139,942円
学校募金 ３件 118,473円
街頭募金 ３件 55,901円
その他の募金 １件 3,570円
合計 1,301件 1,218,786円

街頭募金 ２件 32,439円
その他の募金 １件 13,229円

合計 ３件 45,668円

1 ボッチャ講習会 ７月14日（金） 伊江村多目的屋内運動場
2 バーベキュー ８月24日（木） 伊江村福祉センター
3 交流望年会 12月８日（金） 伊江村福祉センター

　高齢者宅の窓拭き、庭掃除、蛍光灯

の笠拭き等を生徒が積極的に掃除をし

てくれました。

参加人数　14名
対象者宅　４件
期　　日　平成29年12月27日
引率ボランティア　５名
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■ 介護保険事業

■ 指定障害福祉サービス事業

■ 日常生活自立支援事業

■ 母子・父子福祉活動 ■低所得者福祉対策

■ 緊急時における日常的金銭管理支援事業

チャリティーゴルフ第25回なつメロの夕べ　歌のボランティア具志川

訪問介護事業所（伊江村社協ホームヘルプセンター）

居宅介護・重度訪問介護事業所（伊江村社協ホームヘルプセンター）

居宅介護支援事業所（伊江村社協ケアプランセンター）

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計

訪問介護（件数） 49 48 48 48 47 48 48 50 51 49 49 47 582

延べ時間数 624.0 668.5 623.0 641.0 673.5 612.5 647.5 632.0 638.0 621.5 644.0 739.0 7,765

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計

延べ件数 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36

延べ時間数 125.0 123.0 92.5 124.0 128.0 121.0 100.0 123.5 134.5 99.0 106.0 148.5 1,425

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計

居宅介護（件数） 34 34 35 36 37 34 34 31 32 30 33 33 403

介護予防居宅件数 20 20 19 19 19 20 21 21 21 20 19 19 238

■ 福祉資金造成チャリティーの開催
● チャリティーなつメロの夕べ ● チャリティーゴルフ大会

寄附金　415,000円

対象世帯： ７世帯 貸付累計：１件　　償還中： １件

寄附金　600,000円
平成29年５月27日 平成29年11月11日～11月19日

利用者： １名 利用者： ５名

　認知症高齢者、知的障害者、精神

障害者など判断能力が不十分な者が

自立した地域生活が送れるよう福祉

サービスの利用援助を行う。

母子・父子世帯
新一年生お祝い金の支給

生活福祉資金貸付事業

　緊急に金銭管理の支援を必要としている者に対し、

他の社会資源の活用が可能となるまでの間、日常的

金銭管理や書類保管等の支援を行うことにより、自

立を図ることを目的とする。



第36号平成30年７月２日 ⑹

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日
（単位：円）

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日
（単位：円）

勘　定　科　目 決 算 額

サービス活動収益計（１） 59,439,430

サービス活動費用計（２） 77,967,136

サービス活動増減差額（3）＝（1）-（2） △18,527,706

サービス活動外収益計（4） 592,141

サービス活動外費用計（5） 0

サービス活動外増減差額（6）＝（4）-（5） 592,141

経常増減差額（７）＝（3）+（6） △17,935,565

特別収益計（8） 4,425,890

特別費用計（9） 0

特別増減差額（10）＝（8）-（9） 4,425,890

当期活動増減差額（11）＝（7）+（10） △13,509,675

前期繰越活動増減差額（12） 28,150,069

当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）+（12） 14,640,394

基本金取崩額（14） 0

基金取崩額（15） 0

その他の積立金取崩額（16） 12,645,000

その他の積立金積立額（17） 0

次期繰越活動増減差額（18）＝（13）+（14）+（15）+（16）-（17） 27,285,394

勘　定　科　目 決 算 額

事業活動収入計（１） 64,457,461

事業活動支出計（２） 88,147,126

事業活動資金収支差額（３）＝（１）-（２） △23,689,665

施設整備等収入計（４） 0

施設整備等支出計（５） 2,926,825

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）-（５） △2,926,825

その他の活動収入計（７） 24,945,350

その他の活動支出計（８） 708,360

その他の活動資金収支差額（９）＝（７）-（８） 24,236,990

予備費支出（10） 0

当期資金収支差額合計（11）＝（３）+（６）+（９）-（10） △2,379,500

前期末支払資金残高（12） 25,861,979

当期末支払資金残高（11）+（12） 23,482,479

資産の部 負債の部

勘　定　科　目 当年度末 勘　定　科　目 当年度末

流動資産 29,266,684 流動負債 6,998,010

固定資産 169,211,995 固定負債 3,908,280

　基本財産 1,000,000 負債の部合計 10,906,290

　その他の固定資産 168,211,995 純資産の部

基本金 1,000,000

その他の積立金 159,286,995

次期繰越活動増減差額 27,285,394

（うち当期活動増減差額） △13,509,675

純資産の部合計 187,572,389

資産の部合計 198,478,679 負債及び純資産の部合計 198,478,679

貸　借　対　照　表
平成30年3月31日現在

（単位：円）

平 成 29 年 度 決 算 報 告 書

資金収支計算書 事業活動計算書
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ぴゅあいいじま
共同作業所

⑺

社協の新人紹介 新しく社協に２名の方が入社してくれました。
新人２名共々社協をよろしくお願いします。

＊区の都合、祝日などにより曜日が変
更になる場合があります。 西江上区ミニデイ 5月 国頭村のやんばるの里にて

ミニデイサービス

ぴゅあいいじま共同

作業所は、自立した

生活を目標に就労支

援、生活支援をする

場所です。

実施時間：午前１１時～午後２時
実施場所：各区公民館

各区実施曜日
東江上区 第２ 金曜日
東江前区 第２ 火曜日
阿良区 第２·第４ 水曜日
西江上区 第３ 水曜日
西江前区 第１·第３ 金曜日
川平区 第３ 火曜日
真謝区 第４ 金曜日
西崎区 第１ 火曜日

・新聞作業
・村内観光場所の掃除
・空き缶回収
・古新聞回収
・古新聞販売（花卉出荷用敷紙）
・レク活動
・苗の販売 苗販売 作業所雑貨販売

新聞作業をする所員と指導員

東江前区ミニデイ 4月 大宜味村のオクラレルカ畑にて

ぴゅあいいじま共同作業所

儀間　千恵子
ミニデイ担当

玉城　志津香

　ミニデイに参加し

て下さる皆様が楽し

んで頂けるよう頑張

りますのでよろしく

お願いします。

　所員、作業所の

為に微力ながら

頑張ります。

よろしくお願い

します。
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■ 研修日程表 ■

【目的】

　本村で初任者研修を実施する場合には、受講料・経費を含めますと一人当たり

約 95,000 円になります。今回受講者負担を 10,000 円とさせて頂き、その他は社

協予算で実施し資格習得をサポートします。

10月から12月まで土・日を研修日として、
場所は福祉センターを会場として実施します。

伊江村社協では介護職員初任者（ヘルパー）研修を実施するこ
とで、地域で介護のノウハウを持った人材を育成すること。ま
た、本資格を取得することで、将来高齢者と寄り添う介護関係
の仕事に就く人材を育成することを目的とする。

※台風などの影響がある場合は、日程を変更する場合があります。

切　り　取　り　線

【お問い合わせ】ＴＥＬ  ４９－５１０４
伊江村社会福祉協議会　担当下門までお願いします。

～　介護職員初任者（ヘルパー）研修申込用紙　～

氏名【　　　　   　  　    　】   固定電話【　　　 　  　   　　　】

住所【　　　    　   　　  　】   携帯電話【　　 　　  　　　　　】

※　受付後、９月にオリエンテーションを実施する際に連絡致します。

第１回 10月13日（土） 10：00～18：10 第９回 11月10日（土） 10：00～18：10
第２回 10月14日（日） 8：30～15：40 第10回 11月11日（日） 8：30～15：40
第３回 10月20日（土） 10：00～18：10 第11回 11月17日（土） 10：00～18：10
第４回 10月21日（日） 8：30～15：40 第12回 11月18日（日） 8：30～15：40
第５回 10月27日（土） 10：00～18：10 第13回 11月24日（土） 10：00～18：10
第６回 10月28日（日） 8：30～15：40 第14回 11月25日（日） 8：30～15：40
第７回 11月３日（土） 10：00～18：10 第15回 12月１日（土） 10：00～18：10
第８回 11月４日（日） 8：30～15：40 第16回 12月2日（日）予備日　 8：30～15：40

介護職員初任者(ヘルパー)
研修受講生募集について

先着
20名


