
　江津市社会福祉協議会では社会福祉法人制度改革を
踏まえ、３月23日（木）市内の10社会福祉法人による
意見交換会をパレットごうつで開催しました。
　当日は７法人の参加を得、また島根県社協からも参
加いただき、「社会福祉法人の連携による地域公益活
動の進め方」について話し合いました。
　今後は連絡会を開催し、ステップⅠとしてそれぞれ
の法人の活動をまず知ってもらうことから始め、ス
テップⅡとしては連携による地域公益活動の実施に繋
げていくよう取り組みます。課題・ニーズに対応した
活動の検討をし、「まずはやってみる」から始めます。

市内の社会福祉法人が意見交換

ごうつ 社 協
社会福祉法人 江津市社会福祉協議会

〒699-4226 江津市桜江町川戸11番地1
TEL（0855）92-1450　FAX（0855）92-0205
E-mail　sakura-s@soleil.ocn.ne.jp
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E-mail　info@gotsu-syakyo.jp

（本　 所）

平成29年7月1日発行

第153号



―江津市社会福祉協議会の新役員を紹介します―
　平成29年５月24日に開催された第221回江津市社会福祉協議会理事会において、次のとおり役員が決まり
ました。任期は、平成29年５月23日から平成30年度会計に関する定時評議員会の終結の時までの２年間です。

★ひとこと★
ボランティア業務をしっかり学んで、地域のみなさまとコミュニケ―ションを取りながら
頑張りたいと思います。よろしくお願いします。

★☆新任職員紹介☆★　～5月より新しい職員を迎えました～

ごあいさつ

＜新評議員＞

＜新理事・監事＞
会　　長　　黒川　　聰
副 会 長　　内田　民生　　鹿森偉左雄
常務理事　　川島　幸雄
理　　事　　松本　　勇　　湯淺　詔三
　 〃 　　　森脇　専二　　梶川　　勇
　 〃 　　　田儀セツ子　　石田　道明
　 〃 　　　田中　功男　　藤井　恭郎
　 〃 　　　大谷　和子　　樽床　敏光
　 〃 　　　花田　幸仁
監　　事　　田中　幸恵　　中木　啓二
� 敬称略

第１号

江津西� 小武　久方
川波� 森脇　　輝
津宮� 森口　成子
高角� 竹下　和隆
松平� 加藤　正雄
江津中央� 有田　康人
江津東� 山﨑　順造
桜江� 橋本　　睦

第２号

自治会� 佐々木公義
婦人団体等� 原田ミヤ子
民生委員児童委員� 佐々木　篤
老人クラブ� 桐田　基之
ボランティア� 坂越智砂江
社会福祉施設� 高橋　　徹
　　〃� 相山　　縁

更生保護事業関係者� 永妻　寿則
保健・医療関係者� 長井　正樹
商工会議所� 山田　克則
その他� 中村　瑲子
行政職員� 村上　郁夫
� 敬称略

　　　　　　　　社会福祉法人江津市社会福祉協議会
� 会長　黒　川　　聰

　江津市民の皆様には平素より、社会福祉協議会の諸活動に
ご理解・ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、平成29年４月１日�改正社会福祉法が施行され、す
べての社会福祉法人に経営組織のガバナンスの強化、事業運
営の透明性の向上、　財務規律の強化、地域における公益的
な取組みを実施する責務など、これまで以上に高い公共性と
公益性が求められることになりました。
　こうしたことに対応するため、定款の変更、理事・評議員
の定数の見直しなどを行い、新たなスタートを切ることにな
りました。
　役員選考委員会、役員会・評議員会が開催され、去る５月
24日にあらためて会長に就任致しました。
　時代のニーズにマッチした事業展開に心がけ、地域福祉の
向上を通じて地域社会に貢献して参りたいと考えています。
　これまでと同様に市民の皆様の温かいご支援・ご協力を
お願い申し上げます。

　平成29年２月27日に開催された第１回江津市社会福祉協議会評議員選任解任委員会において、次のとおり
評議員が決まりました。任期は、平成29年４月１日から平成32年度会計に関する定時評議員会の終結の時ま
で、概ね４年間です。

多幾　百合子
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平成28年度　決算概要（資金収支内訳書）

サービス　区　　分 収入決算額 支出決算額 次年度繰越金 備　　　考
1． 法人運営事業資金収支内訳書 59,361,008 57,742,718 1,618,290
2． ふれあいのまちづくり事業資金収支内訳書 714,000 714,000 0
3． 機関誌発行事業資金収支内訳書 1,265,000 1,265,000 0

共同募金配分事業

4． 社会福祉大会事業資金収支内訳書 766,000 766,000 0
5． 点字広報紙「ごうつ社協」発行事業資金収支内訳書 10,000 10,000 0
6． 和光園大学事業資金収支内訳書 333,943 333,943 0
7． 一人暮らし老人宅訪問事業資金収支内訳書 150,000 150,000 0
8． 敬老会事業資金収支内訳書 230,000 230,000 0
9． 福祉実施校助成事業資金収支内訳書 608,000 608,000 0
10．地域福祉学習推進事業資金収支内訳書 93,000 93,000 0
11．地域介護予防活動支援事業資金収支内訳書 3,000,000 3,000,000 0 市委託事業
12．活動基金運営事業資金収支内訳書 17,448,256 16,907,770 540,486
13．民生基金貸付事業資金収支内訳書 1,469,125 292,000 1,177,125
14．法人後見事業資金収支内訳書 1,089,397 778,593 310,804
15．福祉バンク運営事業資金収支内訳書 1,450,810 1,152,719 298,091
16．骨髄バンク基金事業資金収支内訳書 331,992 100,000 231,992
17．フードバンク基金事業資金収支内訳書 10,000 0 10,000
18．ボランティアセンター事業資金収支内訳書 6,451,433 6,095,414 356,019
19．ボランティアバンク事業資金収支内訳書 139,455 2,380 137,075
20．生活福祉資金資金収支内訳書 477,200 477,200 0 県社協委託事業
21．日常生活自立支援事業資金収支内訳書 8,873,900 8,873,900 0 　　　〃
22．地域住民グル-プ支援事業資金収支内訳書 2,662,000 2,662,000 0 市委託事業
23．放課後児童クラブ事業資金収支内訳書 7,644,050 7,644,050 0 　　〃
24．生活困窮者自立支援事業資金収支内訳書 8,639,000 8,639,000 0 　　〃

合　　　計 123,217,569 118,537,687 4,679,882

平成28年度　江津市社会福祉協議会の決算を報告します
財産目録

貸借対照表

流動資産 6,676,190 その他の固定資産 125,908,134 流動負債 449,748
　現金 0 　車両運搬具 7,986,868 　未払費用 43,700
　預貯金 4,971,280 　器具及び備品 6,152,713 　預り金 406,048
　有価証券 1,704,910 　長期貸付金 1,646,000 固定負債 0
固定資産 128,814,570 　民生基金積立資産 11,760,000
基本財産 2,906,436 　社会福祉活動基金積立資産 93,938,510 負債の部合計 449,748
　基本財産特定預金 900,000 　運用資金積立資産 3,216,633
　有価証券 100,000 　骨髄バンク基金積立資産 1,200,000
　建物 32,060 　長期前払費用 7,410
　土地 1,874,376 資産の部合計 135,490,760 差引純資産 135,041,012

借　　　　　方 貸　　　　　方
流 動 資 産 6,676 流 動 負 債 449
固 定 資 産 128,815 固 定 負 債 0

基 　 本 　 金 2,906
基 　 　 　 　 　 　 金 105,699
国庫補助金等特別積立金 537
積 　 立 　 金 4,417
繰 　 　 越 　 　 金 21,483

計 135,491 計 135,491

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

期　　間
　自　平成28年４月１日

　　　　　自　平成29年３月31日
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平成29年度　江津市社会福祉協議会の事業計画及び予算を紹介します
基 本 方 針

　少子高齢化、人口減少の進行や働き方などの生活様式の変化に伴って、地域社会や家庭のあり様が大きく変化し、社会的
孤立、経済的困窮、虐待、公共交通機能の低下など、従来の制度やサービスの枠組みだけでは十分対応できない複合的で深
刻な課題が顕在化してきています。
　誰もが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくりを使命とする社協には、こうした今日的な課題を受け止め、その解
決に向けた取り組みを図ることが求められています。
　また、平成29年度から完全施行となる社会福祉法人改革に伴い、社会福祉法人にはこれまで以上に高い公共性や公益性が
求められており、他の社会福祉法人とも連携を図りながら、制度の狭間にある地域の課題に対応していくことも求められて
います。
　本協議会としては、これらのことを踏まえたうえで、「第２次江津市地域福祉活動計画」と「しまね流社協・生活支援活
動強化方針実践プラン」に基づく活動を推進していきます。
　また、今年度は「第２次江津市地域福祉活動計画」の最終年度になることから、改めて地域の生活・福祉課題の把握を行い、
「第３次江津市地域福祉活動計画」を策定します。

主な活動目標・計画の推進

Ⅰ．地域福祉を担う人づくり
⑴福祉教育の推進と地域福祉の意識づくり
　①福祉教育実施校助成事業　②地域福祉学習推進モデル事業　③あいサポート運動の推進
　④江津市総合社会福祉大会の開催　⑤福祉ふれあいチャリティーバザーの開催
⑵ボランティアなど市民活動の育成、支援
　①ボランティアの養成　②ボランティアリーダーの養成　③手話通訳者の育成　④ガイドヘルパーの養成
　⑤ボランティア登録の促進　⑥ボランティア団体連絡会の開催　⑦ボランティアセンターの運営評価
　⑧民間助成事業の利用支援　⑨ボランティアセンター機能の充実

Ⅱ．地域福祉を展開する地域づくり
⑴地域福祉活動の体制づくり
　①地域福祉座談会の開催　②民間助成事業の利用支援　③社協地区支会との連携強化と活動の活性化
　④自治会区等の小地域福祉活動の推進　⑤地域介護予防活動支援事業　⑥子育てサロン事業　⑦福祉委員制度の見直し
　⑧住民参加型在宅福祉サービスへの取組
⑵安心・安全を支える地域のネットワークづくり
　①災害ボランティアセンターの体制整備　②災害ボランティアの養成
　③災害ボランティアコーディネーターの育成・養成　④地域介護予防活動支援事業

Ⅲ．地域福祉を支える体制づくり
⑴サービスの提供体制づくり
　①放課後児童クラブ事業　②子育てサロン事業　③福祉バンク運営事業　④地域介護予防活動支援事業
　⑤生活支援まごころフレッシュサービス事業　⑥地域住民グループ支援事業　⑦江津和光園大学ふれあい教室の開催
　⑧歳末声かけボランティアの実施　⑨骨髄バンク基金事業　⑩福祉バス運行事業　⑪生活福祉資金貸付事業
　⑫民生基金貸付事業　⑬緊急一時食糧支援事業　⑭入居債務保証支援事業　⑮社会福祉法人等との協議の場づくり
⑵相談体制の充実
　①ふれあい福祉センター総合相談事業　②生活支援相談センター事業　③福祉委員制度の見直し
⑶情報提供体制の充実
　①ホームページの更新　②広報紙の発行　③手話奉仕員の育成
⑷権利擁護の推進
　①日常生活自立支援事業　②法人後見受任事業　③市民後見人の養成に係る体制整備
⑸地域における就労支援
　①民間助成事業の利用支援
⑹地域福祉に関する基盤整備
　①移送サービスの開発 ②社協地区支会との連携強化と活動の活性化 ③民間助成事業の利用支援
　④社会福祉活動基金事業　⑤本協議会の体制づくり　⑥社会福祉法人制度改革への対応
　⑦第３次江津市地域福祉活動計画の策定　⑧桜江連絡所の移転準備
⑺団体事務の受託
　①江津市民生児童委員協議会　②江津市老人クラブ連合会（一部受託）　③島根県共同募金会江津市共同募金委員会
　④日本赤十字社島根県支部江津市地区
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平成29年度　江津市社協予算

支出内訳� （単位：円）
科　　目　　名 説　　　　　　　　　明 金　　額

法 人 運 営 事 業

会議費　1,219,000　　事務費　4,430,000　　広報費　230,000　　役員報酬　960,000
事務職員給与　29,509,000　　賃借料　500,000　　その他　568,000
サービス区分繰出金　　ボランティアセンター事業� 1,674,000
　　　　　　　　　　　日常生活自立支援事業� 8,024,000
　　　　　　　　　　　機関誌発行事業� 1,255,000
　　　　　　　　　　　社会福祉大会事業� 274,000

48,643,000

ふれあいのまちづくり事業 ふれあい福祉センター総合相談事業　714,000 714,000

ボランティアセンター事業
まごころサービス事業費　1,923,000　　歳末一人暮らし老人宅訪問諸費　874,000
ボランティア研修会　715,000　　会議費　40,000　　広報費　100,000　　事務費　438,000
事務職員給与　2,231,000　　保険料　12,000

6,333,000

ボランティアバンク事業 保険料、事務費 107,000

受 託 事 業 費

県社協　　生活福祉資金貸付事業� 477,000
　　　　　日常生活自立支援事業� 1,320,000
　市　　　地域介護予防活動支援事業� 3,000,000
　　　　　障害者支援ボランティア養成事業� 364,000
　　　　　地域住民グループ支援事業� 2,660,000
　　　　　放課後児童クラブ事業� 6,569,000
　　　　　生活困窮者自立支援事業� 9,365,000

23,755,000

共 同 募金配分事業
敬老会　230,000　　江津和光園大学　333,000　　一人暮らし老人宅歳末訪問　150,000
福祉実施校研修助成金　598,000　　機関誌発行　1,272,000　　社協広報点訳　10,000
社会福祉大会　523,000　　地域福祉学習　90,000

3,206,000

活 動 基金運営事業
福祉バスの運営　1,664,000　　団体への助成　680,000
サービス区分繰出金　　法人運営事業� 4,511,000
　　　　　　　　　　　日常生活自立支援事業� 35,000

6,890,000

民 生 基金貸付事業 民生基金の貸付　1,000,000 1,000,000
フードバンク基金事業 備品、消耗品購入　20,000 20,000
新たな支え合いファンド助成金事業 諸謝金　372,000　　シーズ調査等　428,000　　事務費　200,000 1,000,000

福祉バンク運営事業
福祉機材の貸出事業　　ベッド３台購入費� 600,000
　　　　　　　　　　　修繕費・備品購入代� 800,000
　　　　　　　　　　　業務委託費� 110,000

1,510,000

骨髄バンク基金事業 見舞金の支給　200,000 200,000
日常生活自立支援事業 専門員人件費　8,024,000　　生活支援員給与　534,000 8,558,000
法 人 後 見 事 業 後見事務費　802,000　　非常勤職員給料　480,000 1,282,000

予 　 備 　 費
平成29年度事業予備費　　法人運営事業� 933,000� 活動基金運営事業� 218,000
　　　　　　　　　　　　民生基金貸付事業� 461,000� 福祉バンク運営事業� 101,000
　　　　　　　　　　　　骨髄バンク基金事業� 33,000� 法人後見事業� 50,000
　　　　　　　　　　　　ボランティアセンター� 200,000� ボランティアバンク� 40,000

2,036,000

合　　　　　計 105,254,000

収入内訳� （単位：円）
科　　目　　名 説　　　　　　　　　明 金　　額

会 費 一般会費（個人）　9,052,000　　ボランティア（個人）12,000 9,064,000

寄 付 金
一般寄附金　10,000　　香典返し　3,907,000　　骨髄バンク寄附金　1,000
福祉バンク寄附金　10,000　　フードバンク寄付金　10,000
ボランティアバンク寄付金　10,000

3,948,000

補 助 金、 助 成 金 市補助金　37,008,000　　全社協助成金　1,000　　県社協助成金　1,000,000 38,009,000
受 託 金 市受託金　21,958,000　　県委託金　1,797,000 23,755,000

事 業 収 入
福祉機材貸出損傷料　1,300,000　　後見等報酬　1,032,000
福祉事務所分室貸付料　180,000　　日常生活自立支援事業利用料収入　499,000
ボランティアセンター利用料収入　1,389,000

4,400,000

償 還 金 収 入 民生基金の償還金　358,000 358,000
共 同 募 金 配 分 金 平成28年度募金結果に伴う社協事業への配分金 1,677,000
負 担 金 収 入 市民児協　410,000　　市老連　150,000　　日赤江津地区事務負担金　300,000 860,000
雑 収 入、 受 取 利 息 預金利息等 136,000

サ ー ビ ス 区 分 間
繰 入 金 収 入

各サービス区分間での資金運用額　　法人運営サービス区分繰入金� 11,227,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　活動基金サービス区分繰入金� 4,511,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　日常生活自立支援事業サービス区分繰入金� 35,000

15,773,000

積立預金取崩し収入 活動基金積立預金取崩　2,866,000 2,866,000

繰 越 金

平成28年度からの繰越金　　法人運営事業� 1,600,000
　　　　　　　　　　　　　活動基金運営事業� 300,000
　　　　　　　　　　　　　民生基金貸付事業� 1,100,000
　　　　　　　　　　　　　福祉バンク運営事業� 300,000
　　　　　　　　　　　　　骨髄バンク基金事業� 231,000
　　　　　　　　　　　　　ボランティアセンター事業� 430,000
　　　　　　　　　　　　　法人後見事業� 300,000
　　　　　　　　　　　　　ボランティアバンク事業� 137,000
　　　　　　　　　　　　　フードバンク基金事業� 10,000

4,408,000

合　　　　　計 105,254,000
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●目　的
　江津市の誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる福祉のまちづくり
を推進するために、地域を良くしていこうと活動するボランティア団体
や福祉団体を応援し、もって江津市の地域福祉の向上を図るために助成。
●助成対象となる事業
　江津市内に拠点を有するボランティア団体、福祉団体が行う次の事業。
⑴�社会福祉協議会支会や自治会等が行う小地域での福祉推進の活動費。
⑵地域福祉を目的とした福祉団体やボランティア団体などの活動費
※�助成対象期間は平成29年４月１日から平成30年３月31日まで。
※詳細は下記までお問い合わせください。
●助成金額及び助成金決定交付の時期
　助成額は、１件あたり原則５万円とします。ただし事業の内容により
最大10万円まで助成が可能。
　平成29年度の助成総額は30万円以内とし、助成対象活動を勘案しなが
ら、江津市共同募金委員会の助成審査委員会において審査のうえ決定し
ます。また、決定の場合は、平成29年８月中に助成金を交付予定。
●助成対象経費
　助成対象事業の実施に必要な次の経費。（人件費、飲食費は除く。）

　⑴謝金　⑵旅費交通費　⑶消耗品費　⑷材料費　⑸印刷費　⑹通信費
　�⑺賃借料　⑻備品購入費　⑼その他、江津市共同募金委員会が必要と
認める経費
●申請方法
⑴�所定の申請書類（助成金申請書）に必要事項を記入し提出してくださ
い。※「助成金申請書」は江津市社会福祉協議会内にあります。
　�パソコン等で申請書を作成の場合は、こちら（info@gotsu-syakyo.
jp）宛てにメールをお送りください。申請書データ（Wordおよび
Excel）をメールで返信させていただきます。
⑵申請締め切り日　平成29年７月31日（月）必着
※�平成27年度及び28年度に連続して当事業の助成決定を受けた団体は、
原則として申請ができません。
※�申請の際は、事業内容等を説明のため、後日開催する助成審査委員会
に出席していただくことになります。
●お問い合わせ先・申請先
　江津市共同募金委員会（江津市社会福祉協議会内）
　電話（0855）52-2474　メール info@gotsu-syakyo.jp

　５月25日（木）、明治神宮会館において「平成29年度全国赤十字大会」
が開催されました。平成29年度は日本赤十字社創立140周年を迎える年
で、全国から赤十字関係者約2,000人が一同に会し、本市からは黒川聰�
日赤江津市地区副地区長が参会しました。
　本大会の実践活動発表では、熊本地震の際、震源地に最も近かった基
幹災害拠点病院の活動報告やイラク紛争による犠牲者救援事業報告など、
国内外での人道支援活動に最前線で携わる方々のお話を聞くことができ、
大変感銘を受けました。

●目　的
　江津市において地域の課題解決や地域社会づくり（まちづくりの推進）
などを目指す活動団体等が、自ら共同募金運動に参加（自ら募金活動を
実施）して、自分たちの事業・活動のテーマを応援者（市民等）へ、直
接寄付を訴え、寄付者の共感、賛同を得ることが期待できる持続可能な、
平成30年度実施予定の事業・活動に助成。
●助成対象団体（赤い羽根テーマ募金に参加できる団体）
　江津市に活動拠点を置き、市内全域を活動対象とする各種ボランティ
ア・市民活動団体（NPO法人等を含む）。
●助成金額の上限及び助成金決定交付の時期
　助成金は一団体一事業とし、金額の上限は原則ありません。（参加団

体が直接共同募金活動を実施のため）
　ただし、参加団体が掲げるテーマの募金活動において募金実績が可能
な金額の90％相当が目安。（参考100万円程度）
　当該テーマ募金実績額の90％が助成金として、平成30年４月頃に交付
予定。
◎�江津市赤い羽根テーマ募金による助成事業は今年度から新規実施のた
め、助成事業等の詳細については、江津市共同募金委員会（江津市社
会福祉協議会内）☎0855-52-2474にお問い合わせください。
　�なお、この助成事業に参加希望の場合、７月25日（火）までに江津市
共同募金委員会へご連絡ください。

　平成28年度日本赤十字社島根県支部江津市地区にお寄
せいただいた社費・寄付金についてご報告いたします。

※�事務局募金箱実績は、江津市社会福祉課設置募金箱実績2,221
円および旧グリーンモール設置募金箱実績6,271円を含みます。

※敬川地区実績に地区設置募金箱実績215円を含みます。
※本町地区実績に地区設置募金箱実績1,737円を含みます。

赤十字活動資金へのご協力
ありがとうございました

全国赤十字大会へ参会

平成28年度実績額　5,881,082円
地区 金額（円） 地区 金額（円）
有福 99,400 渡津 438,400
跡市 156,100 浅利 243,200
二宮 665,000 黒松 109,200
波子 217,700 都治 276,500
敬川 334,115 波積 86,800
都野津 692,300 長谷 67,200
和木 335,600 市山 157,500
嘉久志 709,913 川戸 170,800
高浜 354,200 谷住郷 126,300
本町 201,237 川越 175,700
金田 18,200 事務局（募金箱） 8,917
川平 65,100
松川 166,600 一般寄付 5,100

赤い羽根共同募金助成事業
平成29年度江津市地域福祉活動推進助成金事業募集のご案内

「平成29年度江津市赤い羽根テーマ募金による助成事業」参加者募集のご案内

島根県からの参会者
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平成29年度
江津和光園大学

「ふれあい教室」
第２回講座

【予約・お問い合わせ先】　TEL 52－6７１０　FAX 52－23０８

※江津会場 ⇒ 江津市社会福
祉協議会（パレットごうつ２
階）

※桜江会場⇒桜江総合センター
３階トレーニングルーム（桜
江総合センターは旧桜江町
役場の建物）

◎相談は無料です。また、相談
により知り得た秘密は固く
守られますので、安心して
ご相談ください。

◎福祉相談については、担当者
不在の場合もありますので、
なるべく事前に電話等でご
相談ください。

法律相談【弁護士】（要予約）
７/13㈭　13：00〜15：00（江津会場）
８/10㈭　13：00〜15：00（江津会場）
９/14㈭　13：00〜15：00（江津会場）

月曜〜金曜９：00〜16：00（江津会場）
（祝日は除く）

７/28㈮　９：00〜12：00（江津会場）

８/15㈫　９：45〜12：00（桜江会場）

８/25㈮　９：00〜12：00（江津会場）

９/22㈮　９：00〜12：00（江津会場）

福祉相談【担当職員】

一般相談【司法書士･民生委員】
（要予約）

子育てサロン  あゆあゆ　（７月）開催について

第16回演芸大会（江津市老人クラブ連合会主催）

　子育て中のお母さんとこどもさんが楽しく遊べるサロンです。
ぜひ遊びにきてください。
●７/13（木）　市山コミュニティ交流センター（おやつ作り）
●７/25（火）　谷住郷コミュニティ交流センター（水遊び）
※開催時間：10：00〜12：00
※参 加 費：100円（おやつ代）
※問い合わせ先
　江津市社会福祉協議会桜江連絡所　TEL（0855）92-1450

　この大会は、老人クラブ会員が、健康づくり・生きがいづくり・仲間
づくりとしてクラブで取り組んでいることや、個人の趣味として身につ
けた特技などを披露し、豊かなシニアライフの実現を目指す老人クラブ
のPRを図ることを目的として開催されます。どなたでも入場できます
ので是非ご来場ください。
日　時：７月26日（水）13：30〜
場　所：江津市総合市民センター　ホール
内　容：合唱、踊り、寸劇、演奏など約15演目を予定
入場料：無料（どなたでも入場できます）
問い合わせ先：江津市老人クラブ連合会　TEL（0855）52-2474

日　時：７月12日（水）
　　　　９：30〜
場　所：江津市総合市民センター
　　　　２階会議室
内　容：３B体操
講　師：公益社団法人
　　　　日本３B体操協会
　　　　島根西中部グループ長
� 中寺美保子氏
●問い合わせ先
　江津市社会福祉協議会
　TEL（0855）52-2474

　社協会費は誰もが住み慣れた地域で助け合い、支え合い、安心して住み続けられるよう、福祉のまちづくりに向
けた事業を推進するための法人運営費に活用させていただいており、江津市の補助金、共同募金の助成金、寄付金
等とともに地域福祉活動を支える財源の大きな柱となっています。
　これらを財源とし推進している福祉事業は、日常生活に不安のある方への支援事業、心配ごとなどの相談事業、
小中学校の福祉教育や福祉バスの運行事業、福祉用具の貸付及び高齢者のふれあいサロン事業など、多岐にわたり
ます。
　こうした活動を支えていただく基礎的資金として一世帯あたり1,000円の会費の拠出をお願いいたします。

社会福祉協議会会費へのご理解とご協力をお願いします！

水着の準備を
お願いします
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―地域福祉のために大切に活用させていただきます―

桜江町
田　渕　卓　夫�様（田渕　義明�様）
大　崎　慎　吾�様（大崎トシ子�様）
山　中　スエメ�様（山中　義郎�様）
門　田　敏　暉�様（門田　律枝�様）
竹　本　酉　子�様（竹本　　翠�様）
松　原　祐　二�様（松原ヨシヱ�様）
森　脇　輝　清�様（森脇美代子�様）
大　屋　保　身�様（舟津十四一�様）

大阪府（黒松町）
森　野　　　茂�様（森野　　信�様）
松江市（都野津町）
宮　廣　正　司�様（宮廣　博子�様）
二宮町（桜江町）
山　本　恭　央�様（山本キクヨ�様）
渡津町（波積町）
奥　迫　　　勉�様（奥迫ユキヱ�様）
桜江町（邑南町）
大　石　　　勝�様（大石トクヨ�様）

有福温泉町
伊　藤　京　子�様（下田　益雄�様）
跡市町
吉　田　昌　子�様（吉田　　寛�様）
二宮町
山　本　公　一�様（山本　國夫�様）
坂　本　昭　夫�様（坂本シマ子�様）
波子町
千代延　純　子�様（千代延靖子�様）
都野津町
濱　松　忠　夫�様（濱松　春江�様）
川　﨑　　　隆�様（川﨑　政子�様）
嘉久志町
盆子原　美代子�様（盆子原牧雄�様）
照喜名　　　勝�様（照喜名　勲�様）
宮　下　　　栄�様（宮下　経雄�様）
江津町
小　林　慶　子�様（小林　憲弘�様）
泉　　　富美代�様（泉　洋一郎�様）
門　脇　加代子�様（門脇　正樹�様）

益田市� 西日本歌謡文化講座　主宰　水津啓一�様
都野津町� 江津市歌謡愛好会�様

江津町
小　越　由美子�様（伊藤ミツノ�様）
松川町
大　岩　郁　夫�様（大岩　哲勇�様）
渡津町
山　田　良　一�様（山田フサヨ�様）
坂　根　和　子�様（坂根　正夫�様）
梨　田　孝　司�様（梨田　清子�様）
藤　田　康　博�様（藤田　　緑�様）
浅利町
森　脇　ミサヲ�様（森脇　正夫�様）
森　口　津々子�様（森口　幸雄�様）
黒松町
奥　井　礼　子�様（奥井　康之�様）
都治町
河　村　眞　澄�様（河村タキコ�様）
山　中　彌　生�様（山中　啓吾�様）
後地町
藤　田　憲　雄�様（藤田　義一�様）

●香典返し寄附金

●一般寄附金

ご寄附ありがとうございました

３月１日から５月31日受付分まで・順不同
※香典返し寄附金で（　）内の氏名は故人

 桜江連絡所・事務所移転のお知らせ 
　この度、江津市社会福祉協議会桜江連絡所は、川戸地域コミュニティー交流センターから「桜江総合センター」
（旧桜江町役場）へ移転し、平成29年７月３日より新事務所にて業務を行うことになりました。今後とも一層
のご支援ご指導を賜りますようお願い申し上げます。尚、電話番号・fax番号は従来通りです。

　新住所
　　〒699-4226 江津市桜江町川戸11番地1
　　社会福祉法人
　　　江津市社会福祉協議会桜江連絡所
　　　TEL 0855-92-1450
　　　Fax 0855-92-0205

　江津市社会福祉協議会では、桜江放課後児童クラブ支援員（嘱託職員）を募集しています。
詳しくは下記へ問合せ下さい。
TEL（0855）52-2474　総務課（杉本・岩崎）まで

桜江放課後児童クラブ支援員　募集

桜江総合センター
（旧桜江町役場）

ごうつ 社 協
社会福祉法人 江津市社会福祉協議会

〒699-4226 江津市桜江町川戸11番地1
TEL（0855）92-1450　FAX（0855）92-0205
E-mail　sakura-s@soleil.ocn.ne.jp

（桜江連絡所）〒695-0011 江津市江津町1518番地１　江津ひと・まちプラザ内
TEL（0855）52-2474　FAX（0855）52-2308
ホームページアドレス　http://gotsu-syakyo.jp/
E-mail　info@gotsu-syakyo.jp

（本　 所）


