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赤い羽根共同募金運動が始まります！
10 月 1 日～ 12 月 31 日

じ ぶ ん の 町 を 良 く す る し く み 。
大和郡山市で集められた募金は、大和郡山市で使われています。
集まった募金の約70％は、大和郡山市の地域福祉に使われています。
残りの30％は、市町村を越えた広域的な福祉活動に使われています。
災害にも共同募金は使われています。
大規模な災害が起こった際の備えとして、募金額の一部を「災害等準備金」として積み
立てています。この積立は、大規模災害が起こった際に、災害ボランティア活動支援など、
被災地を応援するために使われています。

ご協力よろしく
お願いします
さまざまな方法で
募金にご協力いただいています
【戸別募金】自治会のご協力を得て、各ご家庭より
【大口募金】民生委員のご協力を得て、個人・企業・
商店より
【街頭募金】駅前やスーパー等で、地域の皆様より
【学校募金】各学校で、児童・生徒の皆様より
【職域募金】企業・官公庁等の職場の皆様より
※個人や法人が共同募金会へ寄附した場合、税制上
の優遇を受けることができます。

奈良県共同募金会大和郡山支会

詳しくは、ホームページをご覧ください

http://www.akaihane.or.jp
社協 

平成２７年度 決算報告
収入

今年度より法人全体の会計報告に変わりました！

６０２，３１０，５０２円

寄附金収入
849,011
経常経費補助金収入
14,837,476
受託金収入
73,802,838
事業収入
158,006,339
介護保険事業収入
28,424,353
保育事業収入
84,967,111
障害福祉サービス等事業収入 44,816,867
受取利息配当金収入
706,807
その他の収入
898,835
固定資産売却収入
162,000
基金積立資産取崩収入
69,548,627
積立資産取崩収入
8,660,580
事業区分間繰入金収入
24,924,571
サービス区分間繰入金収入
11,030,679
前期末支払資金残高
80,674,408
合
計
602,310,502

当期末支払資金残高
７５, ２０８, ５０６円
詳しくは、ホーム
ページをご覧下さい！

募集

支 出 ( 事業別 )

法人運営事業
広報・啓発事業
小地域福祉ネットワーク事業
地域福祉活動推進事業
老人福祉推進事業
児童福祉推進事業
母子・父子福祉推進事業
心身障害者（児）福祉推進事業
援護事業
福祉団体助成事業
ボランティアセンター運営事業
地域福祉権利擁護事業
生活福祉資金貸付事務受託事業
交通遺児奨学資金事業
重度心身障害児援護資金事業
善意銀行運営事業
居宅介護等事業
生活介護事業
児童発達支援事業
手話通訳派遣事業
地域包括支援センター総合相談等事業
社会福祉会館運営事業
老人福祉センター運営事業
昭和保育園運営事業
訪問介護事業
訪問入浴事業
居宅介護支援事業
駐車場等管理事業
合
計

参加申込は 福祉課まで

緊張したけど、
楽しく実習
で きました

71,777,618
1,345,346
2,105,204
7,529,817
6,618,847
90,000
1,467,657
5,317,955
90,000
1,134,000
1,475,080
437,940
1,960,000
661,387
932,730
1,480,733
8,874,803
26,208,545
36,032,314
6,730,833
6,766,701
16,912,799
41,628,300
85,331,383
31,530,952
172,667
8,013,577
154,474,808
527,101,996

災害義援金への
ご協力ありがとうございます！

傾聴ボランティア講座

相手の心に寄り添い、話に
耳を傾ける「傾聴」の技術に
ついて学ぶ講座です。
あなたも聴き上手になっ
て、一緒にボランティアして
みませんか？
＜日時＞
10月4日、11日、18日、25日
11月1日 毎週火曜日
午後1時30分〜3時30分
＜場所＞
社会福祉会館
※ 10 月 25 日は
特別養護老人ホーム瑞祥苑

５２７，１０１，９９６円

５・６月に行われました各地区社協・ボラ
ンティア連絡協議会総会および社協関係施設
の募金箱に 238,139 円の義援金が寄せられ
ました。
集まりました義援金は皆さまのあたたかな
気持ちとともに熊本県共同募金会へ送金しま
した。引き続き、募金箱を設置しております
ので、ご協力よろしくお願いします。
＜募金箱設置場所＞
社会福祉会館、老人福祉センター
昭和保育園、三の丸駐車場
三の丸駐輪場、筒井駅駐輪場
九条駅駐輪場、小泉駅西駐輪場
ＪＲ郡山南駐輪場
社協 

私たちは熊本地震で被災された方々を応援しています！
熊本県西原村社会福祉協議会へ職員派遣を行いました！
西原村は西に
益城町、東に
南阿蘇村と隣
接しています

福祉課

富本 善之 〔6/18 〜 6/23 派遣〕

生活課題発掘チームの一員として、自宅に
残っている高齢者等支援の必要な方のひきこも
りや孤立防止を防ぐためのニーズ調査を行いま
した。派遣期間中、毎日荒天で雨が激しく土砂
災害等の二次災害発生の危険防止から避難の呼
びかけも行いました。訪問し会話を交わす事か
ら、災害支援または生活支援なのかを判断し、

総務課

徳田 耕一 〔5/13 〜 5/18 派遣〕

現地では、災害ボランティアセンター運営の

災害ボランティアセンターへ報告、そしてボラ
ンティア活動支援へとつなげます。

任務にあたり、一刻も早い生活再建を希望され

この大地震の被害が最小限でくいとめられた

る村民の皆さんと全国から集まってこられる

ことは、西原村が日頃から災害を想定し備えが

ボランティアの皆さんをマッチングすることが

あったこと、ご近所の方々が各々の生活スタイ

主な業務でした。

ルを知っていたことにより地域間での情報が共

日々混乱しながらも、皆さんと心のつながり

有化できていたことに尽きると思います。日ご

を感じながらその任務に務めさせてもらえた

ろから地域のつながりを大切にし、コミュニ

ことに本当に感謝しています。

ケーションをとることの重要性を改めて認識し

そこで、私が学んだこととは…。

ました。

私たちも、いつ支援される立場になるか分か
りません。そのためにも、地域・家族・自分自
身で一度、考えみてください。「その時、あな
たは何が出来るか…発生直後、１日後、１週間
後と時系列的に…。支援する側、される側どち
らの立場にもなって…。」一人では、何もでき
ません。だからこそ、日頃から人と人とのつな
がりを大切にしていく必要があるのですね。

一日も早い復興を心から祈っています

西原村社会福祉協議会へ支援金等を届けました！
支援金は西原村の地域福祉活動の拠点復旧や

奈良アマチュア歌謡祭実行委員会

地域の支え合い活動の再開のために大切に使わ

奈良 県郡山金魚 漁 業 協同組合

れます。

大和郡山市交通安全関係団体

【支援者】

（順不同）

郡山中学校、郡山西中学校、郡山東中学校
郡山南中学校、片桐中学校、郡山西小学校
矢田 小 学 校、 平 和 小 学 校、 矢田イーグルス
ＪＡ な ら け ん 大 和 郡 山 市 経 営 者 ク ラ ブ
昭和工業団地協議会、コーラス き・ら・ら
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大和郡山市バレーボール協会
畑様、匿名１名

ご協力
ありがとう
ございました！

交通遺児奨学資金

病没母子家庭等激励金

交通災害により、父または母を亡くした児童・

疾病または負傷により、父または母を亡くし

生徒・学生に対して、奨学金を支給します。

た義務教育終了前の児童の健全育成を図るた

＜金額（１ヶ月あたり）＞

め、当該児童の保護者に激励金を支給します。

小学生

3,000 円

中学生

4,000 円

高校生

5,000 円

大学生

6,000 円

短期大学生・専門学校生

＜金額＞

5,000 円

児童１人

20,000 円

児童２人以上

30,000 円

＜必要書類＞
申請書、

＜必要書類＞

児童の戸籍謄本、

申請書、交通遺児の戸籍謄本、
申請者世帯全員の住民票、事故証明

死亡診断書

ご寄附
ありがとうございました！

平成 28 年７月１日に奈良県グラウンド・
ゴルフ協会より車いす２台の寄附をいただき
ました。この車いすは同協会の大会でホール
インワン達成者の善意により購入されま
した。
社会福祉会館に設置していますので、来館
の際はご利用ください。

平成 28 年６月 24 日に奈良県自動車販売
店協会より交通遺児のために 430,000 円の
寄附をいただきました。上記の交通遺児奨学
資金として大切に使わせていただきます。

お知らせ

【問い合わせ・申込先】
社会福祉法人大和郡山市社会福祉協議会
〒639-1005大和郡山市植槻町３番８号

居宅介護事業・訪問介護事業を平成 28 年

☎ ５３−６５３１ （社会福祉会館）

９月 30 日をもちまして終了します。

☎ ５３−０１２2 （老人福祉センター）

長年にわたり、ご支援ご協力

☎ ５５−７３３３ （ボランティアビューロー）

賜りましたこと厚くお礼申し

☎ ５３−６５３５ （施設事業課）

上げます。

FAX ５５−０９８６ （社会福祉会館）

社協 

