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平成24年5月31日

小山田地区社会福祉協議会

総 会

事　　項　　書

1.　会長あいさつ

2.　館長あいさつ

3.　議長選出

4.　議　　事

(1)平成23年度事業報告承認に関する件　(2ページ)

(2)平成23年度決算及び監査報告に関する件　(3ページ)

(3)平成24年度新役員選出及び承認に関する件　(4ページ)

会　　　長:

副　会　長:

書　　　記:

会　　　計:

監　　　事:

監　　　事:一一

(4)平成24年度事業計画承認に関する件　(8ページ)

(5)平成24年度予算案承認に関する件　(9ページ)

(6)その他

5.議長解任
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平成23年度　小山田地区社会福祉協議会事業報告

月別 倬hｼi>�vR�
生活福祉部 兢ｸﾉ)�ﾈ支ﾝr�I少年育成部 兌h嶌ﾔﾉ_�YB�

4月 丿Y&9�ﾈ-io�什�偬�ｹx｢�

5月 ��YH橙ッ��①部会(20) ��YH橙ヲ��①部会(10) 

総会(30) 

6月 ��①役員会(23) ②部会(30) �� 

7月 ��ニュースポーツ講習会 (10) ②役員会(20) ��YH橙ッ����･����ﾝY~y^);���B�� 

8月 ��YH橙��r��①競技係.器具係 合同会議(10) ③部会(19) ③役員会(26) ��o�醜橙�2��抦�)68孳�(-ﾈ,(.��ﾝY~y^);�ィ���X����檍ﾊ乂r��鋳� 

9月 ��運動会全体会議(10) ��(参部会(20) 

10月 �)YH橙��鋳�正責任者金紙(7) 前日準備(15) 大運動会(16) 反省会(16) ��o�醜橙��B��t)YH橙��ｒ�③部会(21) 

11月 兌h嶌ﾝXｺh裘ッ��*H,x/��-ﾘ+ﾘ.x+R�t9YH橙�ﾂ��文化祭協賛(6) 兌h嶌ﾝXｺh裘ッ��.(*ｸ+ｸ,粨*�.x*�+��7ﾈ6X6x5x8X�ｸ5��文化祭準備(4) 文化祭(5-6) 
ふれあいフェスティバル (23) 市内施設視察研修(29) �+ｨ/�+H*"�冕�+(,ﾘ/��t9YH橙�#R��

12月 ��グランドゴルフ大会(50) �� 

1月 �� ���(晳D粳�ﾉ:�b�ﾘy:��醜橙�����t9YH橙��b��雕��ﾊH�2�#r��(D役員会(26) 

2月 �� ��(晳D粳�ﾈﾊ�ﾘy:�Xﾜ���ﾂ��②役員会(10) 

3月 �� ��地区広報誌発行(16) 
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平成2 4年度　社協各部役員名簿

会　長

副会長

書　記

会　計

監　事

監　事

社　協　役　員

生活福祉部

保健体育部

青少年育成部

文化広報部

部　長

副部長

書　記

会　計

子喜尾ヨ†
｣T

勝雄喜子和誠義俊正敬正市中田島坂山古里矢川伊平

子

巳　義　る　子俊　久　て　悦田　本　中方矢岸　田緒

部　長　　須藤　成則

副部長　　矢田　正喜

副部長　　矢田　純一

書　記　　石田　-晃

書　記　　矢田　栄子

書　記　　伊藤　洋子

会　計　　川島　敬子

会　計　　林　みさ子

部　長　　中村　賓

副部長　　古市　晴久

書　記　　小林　秀二

会　計　　宇佐美　律子

部　長

副部長

書　記

会　計

子　子　子　子喜　陽充純尾　川　尾　内北大　平　竹
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書　記　　矢田　稽子

会　計　　宇藤　久美子



各種団体長および社協顧問

No 倩�kﾂ�町名 ��偬��y�B�

1 冢�68ｶ����山田町 俾俾�橙�

2 冢�69.逸��西山町 俾俾�橙�

3 凛)(h�)u��小山町 俾俾�橙�

4 侘ｹ69_IWb�内山町 俾俾�橙�

5 俚)nﾉ�俶��美里町 俾俾�橙�

6 侘9�ﾉ[hﾅｲ�堂ケ山町 俾俾�橙�

7 俟�ﾏｸ�ﾒ�六名町 俾俾�橙�

8 僣ｹ�ﾈﾋ2�虚聞町 俾俾�橙�

9 �H�8�"�和無田町 俾俾�橙�

10 冉ｹOhｮﾈ���小山町 傚y�ｹYB�

ll 侘ｹ69{)Wb�内山町 刔i�ﾈ橙�

12 侘8�8�､2�堂ケ山町 倡�,x.�孜�ﾈ橙�

13 ��ﾉ8xｽ8ﾔ��美里町 佰�,ｨ���8ｺh橙�

14 侘8�8ｶ���堂ケ山町 ��ﾈ支冑�橙�

15 �俥)�9���和無田町 傅ﾈｧxﾕｧ�D��

16 兌ﾘ�)�ﾒ�堂ケ山町 �(hｧxﾕｧ�D��

ー7 兌ﾙOhﾏX���山田町 竸ｨ��忱WyY�8橙�

18 ��:�[iWb�山田町 傲�f瓜ｩ&2�

19 冢�68�)jB�内山町 冕��h効醜橙�

20 倡9�ﾈｭ��堂ケ山町 �)��橙�

21 亢兌ﾘ楮謦�山田町 ��(�)z(橙�

22 �(i�ｨﾞｲ�山田町 凅ｸ晳D闔y�ﾉYB�

23 �$ｩ�ｩ|xﾅ��山田町 傅ﾈ�)68抦ｧxﾕｩ+r�

24 俑��ﾈﾔIOﾂ�西山町 ��ﾉ|ｹ(hｧxﾕｩ+r�

25 �5inﾉ$)nr�山田町 傅ﾈ�)69�俤ﾘ��

26 仗�:�ﾔ��山田町 �5ｨ985��ｸｭ�+r�

26名 �� 

生活福祉部

No 倩�kﾂ�町名 ��偬��y�B�

1 俚)nﾉ�俶��美里町 俾俾�橙�

2 �H�9���和無田町 俾俾�橙�

3 �'ﾉ>�-ﾈ,(���山田町 冕��h効醜橙�

4 �(i,8ﾔｸ���山田町 冕��h効醜橙�

5 俥(鯖Gｸ將�西山町 冕��h�5���

6 冢�68�)jB�内山町 冕��h効醜橙�

7 ���68蕀�ﾂ�六名町 冕��h効醜橙�

8 傀�ｸ来���堂ケ山町 冕��h効醜橙�

9 俛Y68ﾍﾉ~��小山町 冕��h��H橙�

10 亊ﾙgｸｷhｶ��鹿間町 冕��h効醜橙�

ll 俛Y69{(���和無田町 冕��h効醜橙�

12 �hﾛ)OﾉzX���山EZl町 冕��h効醜橙�

13 �兀H�����鹿同町 冕��hﾘ�ｹｸ橙�

14 �+y68���山田町 傅ﾙD雹ﾉ9仄h�蹴�淫ﾈ�)69&霎i�9Uﾂ��

15 兌ﾘ�(�)Tb�堂ケ山町 刔i�ﾈ橙�

16 ��:��俐b�山田町 刔i�ﾈ橙�

17 �69(h廬�x���.六名町 傚y�ｹYB�

18 �69(h,H.倡��六名町 傚y�ｹYB�

19 �:�鯖th�����西山町 倡�,x.�孜�ﾈ橙�

20 ��h鯖+ﾈ��山田町 倡�,x.�孜�ﾈ橙�

21 倡9�ﾈｭ��堂ケ山町 �)��橙�

22 儉)8ﾉu9Eb�山田町 凅ｸ�)z(橙�

23 冢�69k騁ﾈ���山田町 傅ﾈｧxﾕｧ�D��

24 冢�69y鞍"�小山町 傅ﾈｧxﾕ･�D��

25 冢�69*���内山町 �(hｧxﾕｧ�D��

26 兌ﾙOhﾏX���山田町 竸ｨ��忱WyY�8橙�

27 �ﾉ�ｨ�8���堂ケ山町 ��hｨ浦�9YHｺi|ﾘ蹴�

28 冢�69vﾘ���内山町 ��hｨ浦�9YHｺi|ﾘ蹴�

28名 �� 
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文化広報部

No 倩�kﾂ�町名 ��偬��y�B�

1 冢�69.逸��西山町 俾俾�橙�

2 僣ｹ�ﾈﾋ2�虚聞町 俾俾�橙�

3 �(i�ﾉW域ﾙ&ｦ��小山町 刔i�ﾈ橙�

4 冉ｹOhｮﾈ���小山町 傚y�ｹYB�

5 倬ｨｶ�ｷiOﾈ���小山町 傚y�ｹYB�

6 ��Y�ﾉwｨ���山田町 傚y�ｹnｲ�7H8�5�92�5�,hﾉ8,ｸ.鋳�

7 �'ﾉ>��8���山内町 傚y�ｸﾝr�

8 倅�佝)Oﾈ���山田町 倡�,x.�孜�ﾈ橙�

9 囘ﾈ����小山町 偃�,x.�xｹ�ﾈｾ��

10 �$ｩ�ﾉl��b�鹿同町 儿8�ｨｨ霓h��uｩL�ｩ%ｹ8��|r�

日 �亳�y稲��山田町 �5H�ｸ4�8ｹ�h截�

12 兌ﾙOh����山田町 �5Bﾘ4�8ｹ~ﾈ白�

13 仗�:�ﾏX���鹿慨町 �5H�ｸ4�8ｹ�IY�:��

14 冢�68ﾎﾈ���山田町 �5H�ｸ4�8ｹ�Y�8ｽR�

15 ��ｸ��:��ﾉ�2�山田町 �5H�ｸ4�8ｸ詹](-ﾒ�

16 �(i�ﾉFy,9Oﾂ�小山町 �5H�ｸ4�8ｸ7�6(6�8��ｸ4��

ー7 �'ﾉ>�ﾔH薰�山田町 �5H�ｸ4�8ｸｵi���ﾉ���

ー8 冢�69&ﾉ�b�内山町 �5H�ｸ4�8ｸ5�985��

19 亊ﾙgｹ�8ﾔ��鹿間町 �5H�ｸ4�8ｸ弴ｯｲ�

20 兌ﾙOi|���山田町 �5H�ｸ4�8ｹ�騅���

21 冢�69vﾘ���山田町 �5H�ｸ4�8ｸ､x訷鐫�

22 ��Y�ﾈ�育��山田町 �5H�ｸ4�8ｸ7H8�5�985��

23 ��Y��+ﾈ��山田町 凅ｸ�)z(ｾ��

24 兢�圸vﾘ嵂�鹿同町 傅ﾈｧyhu�D��

25 �偖xﾆ(���大名町 傅ﾈｧxﾕ･�D��

26 ��X��~ﾉu(撮�山田町 �(hｧxﾕｧ�D��

27 兔I�ﾈ楮���堂ケ山町 �(hｧxﾕ･�D��

28 �-(�(���和無田町 冖�.�*(�(���I�仄iE霎��

29 ��Ynﾈﾔｸ���西山町 冖�.�*(�)Tﾙ�I�仄iE霎��

29名 �� 

雷少年育成部

NO 倩�kﾂ�町名 ��偬��y�B�

1 冢�68ｶ���山EE) 俾俾�橙�

2 凛)(h�)���小山町 俾俾�橙�

3 侘ｹ69{)Wb�内山町 刔i�ﾈ橙�

4 俥(ﾏｸﾆ����和始田 刔i�ﾈ橙�

5 ��ﾈﾏｸ.h+X���小山町 傚y�ｹYB�

6 �-)��Oﾂ�小山町 傚y�ｸﾝr�

7 偃�}�ｷiOﾈ���鹿間町 倡�,x.�孜�ﾈ橙�

8 ��:�挟�虚聞町 倡�,x.�孜�ﾈ橙�

令 �(i�｢ﾘｯ2�六名町 倡�,x.�xｹ�ﾈｾ��

10 �俥)�9���和無田 傅ﾅ�xﾕｧ�D��

ll ���68ｴﾙ[b�和無田 傅ﾈｧxﾕｧ�D��

12 凭冦��ｫ��美里町 �(hｧxﾕｧ�D��

13 刎��(�Eb�和無田 �(hｧxﾕｧ�D��

14 侘ｹ69_IWb�内山町 兢ｸﾎﾈ謦�

_15 �巳(ｷh���西山町 兢ｸﾉｨ謦�

16 侘8�9��ｷb�堂ケ山町 �&霎i^);��

17 �(i�ｩ~ﾂ�山田町 �(h匯^);��

18 冢膓｢�ｹ�2�山田町 ��(晳D��ｩ&ｲ�

19 �9ﾉ7�.H*ｲ�西山町 俔��i]ｹu傚y�ｲ�

20 傅ﾉ}��6｢�小山町 凅ｸ晳D霄i|ﾘ蹴�

21 冽ｹ69z)Oﾂ�山田町 ��(晳D霄i|ﾘ蹴�

22 亢��H�����鹿間町 偃YD8髯;i<Xﾊ��

23 �hﾛ(�zX���山田町 偃YD8髯;h効蹴�

23名 �� 
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保健体育灘

No 倩�kﾂ�町名 ��偬��y�B�No 倩�kﾂ�町名 ��偬��y�B�

1 侘ｹ69_IWb�内山町 俾俾�橙�21 �69(h貶ｼ��六名町 ��ﾈ孜�Xｻｸ橙�

2 俟�ﾏｸ�爾�六名町 俾俾�橙�22 亶ｸﾞ���b�山田町 ��ﾈ孜�Xｻｸ橙�

3 侘9�ﾉ[hﾅｲ�堂ケ山町 俾俾�橙�23 ��ﾉ8xｽ8ﾔ��美里町 佰�,ｨ���8ｺh橙�

4 ���69�9�R�六名町 刔i�ﾈ橙�24 仗�:�蕀&｢�虚聞町 佰�,ｨ���8ｺh橙�

5 冢�68葈爾�西山町 刔i�ﾈ橙�25 ���62ﾘﾕr�山口町 ��(�)z(橙�

6 ��ﾉ8xﾆ育��美里町 傚y�ｹYB�26 ��:�vﾘ���西山町 傅ﾈｧxﾕｧ�D��

7 冢�68,�*�-ﾒ�内山町 傚y�ｹYB�27 兌ﾘ�(+�+8,b�堂ケ山町 傅ﾈｧxﾕｧ�D��

8 凩�-ﾘ+8���内山町 傚y�ｹYB�28 ��Y$ｨｮﾈｷh���鹿間町 �(hｧxﾕｧ�D��

9 冢�68毎���山田町 倡�,x.�孜�ﾈ橙�29 兌ﾘ�)�ﾒ�堂ケ山町 �(hｧxﾕｧ�D��

10 冢�69Oﾉ^B�和無田 倡�,x.�孜�ﾈ橙�30 俥(皐福�西山町 傲�)f瓜ｩ&2�

ll ���69u)Oﾈ���堂ケ山町 倡�,x.�孜�ﾈ橙�31 �ﾘﾘy��謦�西山町 傲�f瓜ｩ&2�

ー2 冢�69�8ｮﾂ�山田町 ��ﾈ孜�Xｻｸ橙�32 ��ｹ:��ﾉ�R�山田町 �5�7ﾈ�ｸ69�I��R�

13 �儖iW�裵�小山町 ��ﾈ孜�Xｻｸ橙�33 冢�68�8爾�西山町 �5�7ﾈ�ｸ69�I��R�

14 傅ﾈ����小山町 ��ﾈ孜�Xｻｸ橙�34 冢�68福�山田町 �4�8�4X986�588ｸ7B�

15 冢�69���内山町 ��ﾈ孜�Xｻｸ橙�35 兌ﾘ�(����堂ケ山町 �4�8�4X986�588ｸ7B�

16 �H�8���和東田 ��ﾈ孜�Xｻｸ橙�36 囘ﾉ69W��2�西山町 �4�8�4X986�588ｸ7B�

17 侘8�9=b�堂ケ山町 ��ﾈ孜�Xｻｸ橙�37 兔�m飲���鹿間町 �4�8�4X986�588ｸ7B�

18 ���69���虚聞町 ��ﾈ孜�Xｻｸ橙�38 ��Y69�y�顋R�堂ケ山町 �6�6�7�986x92�

19 ����ﾂﾙ���鹿間町 ��ﾈ孜�Xｻｸ橙�39 侘ｹ68+ﾘ,8���内山町 �6�8ﾂ�

20 傅ﾉ}�ﾕ�Wb�六名町 ��ﾈ孜�Xｻｸ橙�40 ��:��)�R�山田町 �5�5�7ﾈ6｢�

40名 �� 
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平成24年度小山田地区社会福祉協議会事業計画(莱)

月別 倬hｼb�

4月 丿Y&9�ﾈ-io�什�偬�ｹxｩ[h嶌ﾔﾉ_�YH檍*ﾓB�#B��

5月 ��hｨ浦�9YH橙コ���(晳D闔y�ﾉYH橙コ���

保健体育部会(5/18)総会(5/31) 

6月 ��

7月 �6ｨ8X�ｸ5�7ﾈ�ｸ68ﾗX�橙ッ�#Bﾅ��#"俤Y~y^);�ビ��B��

8月 俤Y~y^);��X����檍ﾊ乂rモ��r��

9月 ��

10月 �&霎h暮:陞����#�騏ﾉOY?｣���#ｒ����#�ﾍ�8*�.x��OR��

11月 兌h嶌ﾝR�ﾂ�:CB�4�8�986�588ｸ7I�X橙�ﾂ���

ふれあいフェスティバル(ll/23) 

12月 倩ｸ��ﾊH�2��hｨ浦�9YB�4X4��ｸ4�8�8ｨ�ｹ�X檍ｺh裘��"�"��

1月 倩ｸ��ﾊH�2��(晳D闔y�ﾉYB��

2月 �i.ｸｻ8支ﾗXﾜ��

3月 �&霎hﾔﾉ_�鑛Jﾘﾗ2��ｨﾝyj).ｒ�

生活福祉部 �-8.ｨ*�*(7H4h5�6X4(6�8ｲ饉h嶌ﾝXｺh裘韋ｸ��ﾊH�2�

保健体育部 �&霎h暮:陞�[h嶌ﾝXｺh裘�4�8�986�588ｸ7I�X橙�6ｨ8X�ｸ5�7ﾈ�ｸ68ﾗX�橙�4X4��ｸ4�8�8ｨ�ｹ�X檍ｺh裘�

青少年育成部 俤Y~y^);���X����檍ﾊ乂r饉h嶌ﾝXｺh裘韋ｸ��ﾊH�2陷i.ｸｻ8支ﾗXﾜ��

文化広報部 兌h嶌ﾝR�&霎hﾔﾉ_�鑛Jﾘﾗ2��ｨﾝyj).ｒ�
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平成24年度　小山田地区社会福祉協議会予算書(莱)

☆　収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(円)

科目 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ｢�����前年度予算軽 (B) ��ﾘﾋ����辻�"��内容 

繰越金 �3C津�#��339,319 ���ﾃS��� 

会費 田�"ﾃ����600,000 �"ﾃ����普通会費500×1,204世帯 

補助金 ��ﾃ#c"��C��2,604.100 蔦�ﾃ3C"ﾃ�S��連合自治会事業費210,000 連合自治会助成金43,000 市社会福祉協議会90.000 共同募金95,949日赤9,000 総合補助金801,100 社明運動活動費13,000 

雑収入 �3C�ﾃ����340,000 ���寄付金文化祭売上コピー代 

その他 ��3��581 蔦CS��利息 

計 �"ﾃSSBﾃ����3,884,000 �ｨ爾ﾃ33�ﾃ���� 

☆　支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(円)

科目 冏ｹD�7疫ﾈ螽ｧ｢�����前年度予算額 (B) ��ﾘﾋ����辻�"��内容 

l会議費 迭ﾃ����5,000 ��� 

2事務費 鼎��ﾃ����1,660,糾5 蔦�ﾃ#c�ﾈｸ｣R� 

a消耗品費 �#�ﾃ����10.000 ��������コピー用紙.インク等 

b役務費 ����ﾃ����90,000 �#�ﾃ����電話代.インターネット代.振込手数料 

C印刷費 �#��ﾃ����140,000 田�ﾃ����7,770×12ケ月トナー(2本)45,000 

d地域社会づくり �3�ﾃ����1,250,000 蔦�ﾃ##�ﾃ����地域社会づくり通帳(労災.雇用保険.事務局運営費.その他) 

e備品購入費 �3�ﾃ����160,645 蔦�3�ﾃcCR�※備品購入費残金は次年度-積立 

f修繕費 ���ﾃ����10,000 ��� 

3事業糞 ��ﾃs��ﾃ����1,850.000 蔦c�ﾃ���� 

a生活福祉部費 �3��ﾃ����300,000 ���ふれあいフェスティバル､視察研修 

b保健体育部費 鉄��ﾃ����470,000 �3�ﾃ����運動会､グラウンドゴルフ.ウオークラリー大会派遺 棄含む(各種球技大会､体力つくり大会) 

C青少年育成部 �#�������280,000 ���親子社会見学､視察研修､家庭教育講座 

d文化広報部費 鼎��ﾃ����480,000 蔦��ﾃ����文化祭､地区広報紙 

e花づくり �#C�ﾃ����240,000 ���40,000×6町 

f子育て 鉄�ﾃ����60,000 蔦��ﾃ���� 

gホームページ �#�ﾃ����20,000 ��� 

4負担金 途ﾃ����7,000 ��� 

5助成金 �#途ﾃ����297.000 ���女性部70,000子ども育成会60,000 老人会50.000体育振興会77.000 人.同推協10.000明推協30,000 

派遣費 ���50,000 蔦S�ﾃ����※各種球技大会､体力づくり大会派遣費は今 年度から保健体育部に含まれる 

6交際費 ���ﾃ����10.000 ��� 

7予備費 鼎Rﾃ����4,355 鼎�ﾃcCR� 

計 �"ﾃSSBﾃ����3,884,000 蔦�ﾃ33������ 
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