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夢工房　春の遠足へ�

ボランティア募集�

　４月７日　４月７日（金）（金）、春爛漫の日差しを受けて、夢工房のみんなで東山動物園、春爛漫の日差しを受けて、夢工房のみんなで東山動物園

へ行ってきました。満開の桜の下、たくさんの動物を見よへ行ってきました。満開の桜の下、たくさんの動物を見ようと、広い園内うと、広い園内

を楽しそうに走り回ったり、間近に見える動物に夢中になを楽しそうに走り回ったり、間近に見える動物に夢中になっていましたっていました。�

　４月７日（金）、春爛漫の日差しを受けて、夢工房のみんなで東山動物園

へ行ってきました。満開の桜の下、たくさんの動物を見ようと、広い園内

を楽しそうに走り回ったり、間近に見える動物に夢中になっていました。�



　３月29日、社協理事会、評議員会が開催され、平成18年度事業計画と一般会計、特別会計が承認されました。�
�
�
�
　社協目標であります地域福祉志向を強化し、住民が住み慣れた場所で安心と安全な生活が続けられることを支援して
いくために、行政、関係機関、福祉団体、ボランティア等と連携を保ち、職員の質の向上により積極果敢な福祉の推進
に努め、地域に密着したまちづくりを展開していきます。�
�

＜在宅介護事業＞�
1介護保険居宅サービス事業（介護給付、新予防給付）�
　居宅介護支援事業（ケアマネージメント）�
　訪問介護事業（ホームヘルプサービス）�
　通所介護事業（デイサービス）�
　福祉用具貸与事業�
2障害者自立支援事業�
　居宅介護事業（ホームヘルプサービス）�
　　身体障害者、知的障害者、児童�
　デイサービス事業�
　　身体障害者、知的障害者�
3移送サービス事業�
�

＜地域福祉事業＞�
1苦情解決事業�
2ふれあいのまちづくり事業�
　総合相談窓口の設置等�
3ボランティアセンター活動事業�
4歳末援護事業�
5会員制度の啓発推進�
6社協広報活動（社協だより発行等）�
7生活福祉資金の貸し付け業務�
8世帯更生資金の貸し付け業務�
9地域福祉権利擁護事業�
�

�
�
�
�
�
�
＜受託事業＞�
1福祉バス、研修バス運行�
2小規模授産施設「夢工房たまき」の運営�
�

�
＜その他福祉事業＞�
1募金活動の推進�
　日赤募金、共同募金、歳末たすけあい募金�
2ことぶき人材センター事業�
3福祉団体運営事業�
　老人クラブ連合会、身体障害者福祉会、遺族会�
　母子寡婦福祉会、手をつなぐ親の会�
4民生児童委員協議会の運営、連絡、調整�
5ボランティア団体の相互連絡、調整�
6福祉協力校の育成、指導�
7上部団体、各種協議会で開催される事業への�
　積極的な参画、協力�
8その他社会福祉の向上に必要な事業の実施�

平成18年度  社協の予算決まる�

事業方針�

事業計画�

一般会計収支予算�

�

313,993千円�
313,993千円�

介護保険収入�

140,388140,388千円千円�
44.744.7％�

140,388千円�
44.7％�

共募配分金�

1,940千円 0.6％�
町補助金�

21,359千円�
6.8％�

収  入�
支  出�

通所介護事業�

158,754158,754千円千円�
50.650.6％�

158,754千円�
50.6％�

自立支援�

7,087千円 2.3％�

その他の�
支出事業�

743千円�
0.2％�

訪問介護事業�

38,622千円�
12.3％�

居宅介護支援事業�

19,314千円 6.2％�

介護保険事業�

224,700千円�
71.6％�

通所介護�
訪問介護�
居宅介護支援�
福祉用具貸与�

町受託金�

22,81622,816千円千円�
7.27.2％�

22,816千円�
7.2％�

自立支援収入�

5,973千円 1.9％�

県受託金�

164千円 0.1％�

寄付金・事業収入�
繰入金収入・その他�

28,902千円 9.2％�

会費�

1,160千円 0.4％�

前期繰越�

91,291千円�
29.1％�

福祉用具貸与事業�

8,010千円 2.6％�

ふれあいまちづくり事業�

6,100千円  1.9％�

夢工房たまき�

16,042千円 5.1％�

福祉バス�

8,559千円 2.7％�

法人�

50,762千円 16.1％�



　私たち民生委員・児童委員30名は、地域福祉の推進役として、
住民の立場に立ち、住民と共に安心して暮らせるまちづくりに
取り組んでいます。�
　育児、介護、いじめなど、様々な悩みについて、かかえこま
ずにご相談ください。ご相談内容の秘密は守ります。�

加納　富郎 �
原（1～5組）�

藤川　幸子�
蚊野茶屋、ピュアタウン蚊野�

小林　江美子�
上町、本町、浦町、三ツ橋�

阪本　満治 �
栄町１区、アパート�

小田　たづ子�
下田辺、城西団地�

齋藤　純 �
長更、井倉、世古�

政谷　幸子 �
荒子団地、伊勢団地�

平成18年5月12日（金）�
～5月18日（木）�

民生委員・児童委員の日�

　 　   活 動 強 化 週 間 �

 加納　多加�
原（6～13組）�

谷口　壽男�
田宮寺、勝田�

北村　禮子�
魚町、大手町�

山下　八重子 �
新田町�

山口　松男 �
西世古、朝久田�

小林　久子�
岡村、上玉川、下玉川、平�

木村　吉孝�
矢野、積良、山神�

藤原　昭幸�
蚊野、松ヶ原、野篠�

中川　正彦�
勝田町�

尾上　利幸 �
第1・2城東団地�

林　明見�
元町、南新町�

中西　敏彦�
門前、坂本、日向�

小嶋　正雄�
玉城苑�

土岐　シヅ子�
浜塚団地、公園通り�

矢土　敏久�
殿町、板屋町、萱町�

松井　匡美�
羽根、茶屋�

松田　敏己�
栄町2・3・4区、養殖研�

北出　チエ子�
妙法寺、中楽、久保�

会長  岩　　廣美�
担当地区：岩出�

140,388千円�
44.7％� 158,754千円�

50.6％�

22,816千円�
7.2％�

下外城田地区�

有田地区�

池山　精一�
宮古、岡出�

中北　佳代子�
冨岡、小社、曽根、山岡� 田中　敬 � 秋山　則子 �

主任児童委員�

（敬称略）�

外城田地区� 田丸地区�



ふれあいのまちづくり推進会からのお知らせ�

ご寄附ありがとうございました。�桜まつりチャリティバザー�

社協相談窓口ご案内�

1月～3月�

玉城中学校第一期生 同窓会一同 30,000円�

（有）みえツアーズ 30,000円�

匿名希望 19,270円�

　品物をお寄せいただいた皆様、ご協力いただいた各

福祉団体の皆様、ありがとうございました。�

　本年は、あいにくの雨のためチャリティバザーは中

止となりましたが、今後、社協または町イベント時にチ

ャリティバザーを予定しておりますのでご期待下さい。�

護士による無料法律相談 （要予約）�弁�弁�

配ごと相談 （予約不要）�心�心� 育て教育相談 （予約不要）�子�子�

っとサークル（介護者のつどい）�ほ�ほ�

●時間　午後1時～3時�
●場所　玉城町保健福祉会館�

●時間　午前10時～正午�
●場所　玉城町保健福祉会館�

毎月10日、20日、30日に開催�

●時間　午後2時～4時�
●場所　玉城町保健福祉会館�

※予約は開催月1日～5日（8：30～17：15）までに玉城町社協（TEL 58-6915）まで� ※活動内容により、時間等変更になることもあります。�

奇数月（5月、7月、9月、11月、1月、3月）の第2火曜日に開催�

●時間　午後1時30分～3時30分�
●場所　玉城町保健福祉会館�

奇数月（5月、7月、9月、11月、1月、3月）の第2水曜日に開催�

毎月第3水曜日に開催�

福祉バス時刻表改正�日  赤  募  金�
　5月は赤十字運動月間です。日赤募金にご協力をお願いします。�

　日赤募金は、台風・地震・火事などの災害が起こった時、皆様のお

力になります。�

　今年も、各区長さんのご理解とご協力のもと、運動をすすめさせて

いただきますので、皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いします。�

日本赤十字社  三重県支部  玉城町分区　　�
お問い合わせは TEL 58 ― 6915　　�

　4月から『ほのぼの便』が始まりました。�

　この『ほのぼの便』は、75歳以上の一人暮らしの方

（希望者）に郵便局員さんが手紙の配達と一緒に声か

けをしていただくものです。�

　もしもの不安を少しでも解消できるように日ごろの

声かけは大事ですね。この声かけに身近なつながりを

活かした地域での活動も進めていきます。そこで、右

記のようにボランティアさんを募集します。�

　詳しくは、当社会福祉協議会までお尋ねください。�

�

　18年4月1日より、福祉バスの時刻

表を改正しました。外城田コース、田

丸・下外城田コースを増便し、連絡も

従来よりスムーズになりました。�

　ぜひバスに乗って、玉城町を散策し

てください。�

※運休…水曜日、年末年始�

　おおむね75歳以上の一人暮らしの方を中心
に声かけを行って頂きます。身近なつながりの
中で行っていただければと考えており、お隣に
住むあなたのご参加をお待ちしております。�

ほのぼのさん�

ボランティア募集�
ボランティア募集�

　町内の方々のちょっとしたお困りごとをお手
伝いして頂くボランティアさんを募集します。�
　特に資格は要りません。あなたの出来ること
をやっていただくだけです。�

ちょこっと有償ボランティア�

ご相談ください�

　４月７日（金）、春爛漫の日差しを受けて、夢工房のみんなで東山動物園

へ行ってきました。満開の桜の下、たくさんの動物を見ようと、広い園内

を楽しそうに走り回ったり、間近に見える動物に夢中になっていました。�

（敬称略）�


