
平成26年度

小山田地区社会福祉協議会

捻会

（H26／4／6撮影）

日　時　　平成26年5月30日（金）午後7：00”

場　所　　小山田地区市民センター



平成26年度

小山田地区社会福祉協議会総会事項書

平成26年5月30日（金）

午後7時～

市民センター2階大会萬室

1．　開会のことば

2．　会長挨拶

3．　社会づくり委員会会長挨拶

4．　館長挨拶

5．　議長選出　j

6．　議　　事

（1）平成25年度事業報告承認に関する件　（2ページ）

（2）平成25年度決算報告承認に関する件（3ページ）

（3）平成25年度監査報告承認に関する件　（3ページ）

（4）平成26年度新役員選出及び承認に関する件　（4ページ）

（5）平成26年度事業計画承認に関する件　（8ページ）

（6）平成26年度予算案承認に関する件　（9ページ）

（7）役員選出方法に関する提案（10ページ）

（8）その他

7．議長解任

8．閉会のことば
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平成25年度　小山田地区社会福祉協議会霊薬報告

月　別 �幸　美　内　容 
生活福祉部 �保健体育部 �‾　雷少年育成部 �文†ヒ広報部 

4　月 �各団体へ役員選出依頗 

①部会（27） 

5　月 �①帝全く1刀 �①都会（18） �①部会（25） � 

総会（31） 

6　月 � �①役員会（12） ニュースポーツ講習会 （15） ②部会（10） 健康守り駿出前壇座（22） �①役員会（2i） � 

7　月 � �親子で体操（7） ②役員会（19） �②部会（11） 加富神社祭礼補導（川） 社会を明るくする運動（25） （訃役員会（30） � 

8　月 �②部会（19） �③部会（21） ③役員会（30） �小山田温泉まつり 祭礼補導（8） 親子社会見学（12） �②ホ会（23） （訂没員会（30） 

9　月 � �運動会全体会議（13） � � 

10　月 �③舟会（22） �責任者会議（3） ④役員会（18） 前日準備（19） ⑥役員会（25） 大運動会（27） 反省会（27） �③役員会（3） ③部会（21） �サルビア（5） ③部会（8） ②役員会（30） 

11月 �文化祭協賛く3） うどん・みたらし �文化祭協賛（3） �文化祭協賛（3） やきそば・からあげ �文化費準備（1〉 文化集（2－3〉 ④部会（12） �焼き鳥 �ポテト 
ふれあいフェスティバル 　（23） �グランドゴルフ大会（3） �　④役員会（○） Y・P・〇・パーティー（柑） 

12　月 �市内施設視察研修（6） � � �一人暮しの方へお弁当を 　お配りするくり 

1月 � �⑥役員会（20） �⑤役員会（9） ④部会く14） 視察研修（21） �④部会（10） 

2　月 � �ニュースポーツ講習会紬） � �③役員会（21） 

3　月 � �グランドゴルフ大会（2） 　雨の為中止 � �地区広報誌発行（20） 
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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

平成26年度　社協各部役員名簿

会　長　　古市　義勝

副会長　　里中　俊雄

副会長　　北尾　喜子

書　記　　矢田　正喜

会　計　　丸市　昭治

監　事　　中西　尚美

監　事　　矢下　恵

部　長　　岸本　久義

副部長　　伊藤　卓

書　記　　黒田　朱美

会　計　　伊藤　葉子

部　長　　須藤　成則

副部長　　打田　晋太郎・矢田　操・戸田　たづ子

書　記　　石田　一晃・田中　恵美・井上　一代

会　計　　矢田　美千代・大川　陽子

部　長　　中村　貴

副部長　　古市　晴久：中村　一希

書　記

会　計

部　長

副部長

書　記

会　計

小林秀二‥串P

中西　尚美：宇佐美　律子
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各種団体轟および牡也量間

No �氏　　名 �町　名 �選　出　組　織 

1 �矢田　義秀 �山田町 �自　　治　　会 

2 �矢田　定借 �西山町 �自　　治　　会 

3 �里中　俊雄 �小山町 �自　　治　　会 

4 �矢田　勝磨 �内山町 �自　　治　　会 

5 �河合　和彦 �美里町 �自　　　治　　会 

6 �緒方　眞ニ �堂ケ山町 �自　　治　　会 

7 �林　昭則 �六名町 �自　　治　　会 

8 �萩　伸元 �虚聞町 �自　　治　　会 

9 �井上　正徳 �和無田町 �自　　治　　会 

北見　喜子 �小山町 �女　　性　　部 

戸田　隆夫 �内山町 �老　　　人　　　会 

12 �矢下　意 �西山町 �子ども育成会 

13 �川島　欣弘 �美里町 �交通安全協会 

14 �古市　義勝 �堂ケ山町 �体　育　振　興　会 

15 �中西　尚美 �小山町 �小　学　校　PTA 

16 �丸市　昭治 �和無田町 �中　学校　PTA 

17 �平尾　光子 �山田町 �母子寡婦福祉会 

18 �伊藤文夫 �山田町 �消　防　分　団 

19 �岸本　久義 �鹿間町 �民　生　委　員　会 

20 �片岡　富士雄 �鹿間町 �遺　　族　　会 

21 �磯貝　学 �山田町 �青　山　里　会 

22 �鳥羽　真也 �山田町 �小山田小学校長 

棟木　伸漬 �西山町 �百姓中学校長 

24 �近藤　洋介 �山田町 �小山田駐在所 

25 �市川　孝夫 �山田町 �センター館長 
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生活権祉薗

No �氏　名 �町　名 �選　出　組　織 

1 �矢田　勝卓 �内山町 �自　　治　　会 

2 �井上　正徳 �和無田町 �自　　治　　会 

3 �平山　宏 �堂ケ山町 �老　　人　　会 

4 �伊藤上進哉 �山田町 �老　　人　　会 

5 �西村　ちか子 �小山町 �女　　性　　部 

6 �竹内　倫子 �小山町 �子ども育成会 

7 �中村哲也 �山田町 �子ども育成会 

8 �伊藤　卓 �山田町 �民　生　委　員　会 

9 �矢田　宏子 �山田町 �民　生　委　員　会 

10 �伊藤葉子 �西山町 �民　生　垂　員　会 

11 �中条責昭 �小山町 �民　生　垂　員　会 

12 �矢田俊巳 �内山町 �民　生　垂　員　会 

13 �椎名　茂則 �大名町 �民　生　垂　員　会 

14 �若山　正雄 �堂ケ山町 �民　生　垂　員　会 

15 �岸本　久義 �鹿闇町 �民　生　委　員　会 

16 �中田　喜幸 �和無田町 �民　生　垂　員　会 

17 �宇佐美律子 �山田町 �民　生　委　員　会 

18 �早川　治美 �小山町 �民　生　章　員　会 

19 �板東　祐之 �山田町 �雷　山　里　会 

20 �古市　幸絵 �堂ケ山町 �小　学　校　PTA 

21 �黒田　朱美 �美里如 �小　学　校　PTA 

22 �志田　麻衣子 �美里町 �中　学　校　PTA 

23 �片岡冨士雄 �虚聞町 �遺　　族　　会 

24 �長田　春樹 �山田町 �少年讐幕協助員 （小山白日地目glヒ彙） 

25 �平尾　光子 �山田町 �母子寡婦福祉会 

26 �奥村嘉子 �堂ケ山町 �生活福祉部協力部員 

27 � � � 

28 � � � 

29 � � � 

30 � � � 



宣少年育成部

No �氏　　名 �町　名 �選　出　組　織 

1 �矢田　義秀 �山田町 �自　　治　　会 

2 �緒方　眞二 �堂ケ山町 �自　　治　　会 

3 �戸田　隆夫 �内山町 �老　　人　　会 

4 �森田　正則 �六名町 �老　　人　　会 

5 �田中　夏泰子 �六名町 �女　　性　　都 

6 �田中　てる子 �六名町 �女　　性　　部 

7 �和泉　美紀 �和無田町 �子ども育成会 

8 �森川　美果 �鹿同町 �子ども育成会 

9 �中村　一希 �六名町 �子ども育成会 

10 �早川　治美 �小山町 �主任児童重点 

11 �宇佐美律子 �山田町 �主任児童委旦 

12 �中西　尚美 �小山町 �小学校PTA 

13 �平山　正人 �堂ケ山町 �小　学校　PTA 

14 �伊藤　洋子 �西山町 �中　学稜　PTA 

15 �平尾　泉 �山田町 �中　学校　PTA 

16 �戸田　時夫 �内山町 �保　　護　　司 

17 �伊藤　久子 �西山町 �保　　護　　司 

18 �戸田　峰夫 �内山町 �人　権　擁　護　委　員 

19 �古市　晴久 �堂ケ山町 �地　区　補　導 

20 �中村　貴 �山田町 �中　央　補　導 

21 �市川　浩美 �鹿間町 �青　少　年　相　談 

22 �川島敬子 �美里町 �更生保護女性 

23 �小林　秀ニ �小山町 �青少年育成部協力部員 

24 �磯部　治子 �鹿間町 �雷少年育成部協力部員 

25 � � � 

26 � � � 

27 � � � 

28 � � � 

29 � � � 

30 � � � 
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No �氏　　名 �町　名 �選　出　組　織 

1 �河合　和彦 �美里町 �自　　　治　　会 

2 �林　一昭則 �六名町 �自　　　治　　会 

3 �山家　多事男 �鹿間町 �老　　人　　会 

4 �矢田　昌一 �西山町 �老　　人　　会 

5 �矢田　美千代 �山田町 �女　　性　　部 

6 �大川　構子 �山田町 �女　　性　　部 

7 �伊東㍉結香 �山田町 �子ども育成会 

8 �井上一代 �和無田町 �子ども育成会 

9 �須藤　成則 �山田町 �体　育　振　興　会 

10 �矢田　正喜 �山田町 �体　育　振【典＿A 

11 �永尾　敏昭 �小山町 �体　育　振　興∴套 

12 �小住　秀樹 �小山町 �体　育　振∴興　会 

13 �矢田　換 �内山町 �体　育　振　兵　舎 

14 �別府　良樹 �和無田町 �体　育　振　興　会 

15 �古市　敦 �堂ヶ山町 �体　育　振　興　会 

16 �石田　聡 �鹿間町 �体　育　振　典　会 

17 �小林値夫 �六名町 �体　育　振　典　会 

18 �田中　四郎 �六名町 �体　育．振　興　会 

19 �川島　欣弘 �美里町 �交通安全協会 

20 �近藤　三男 �虚聞町 �交通安全協会 

21 �石田　一晃 �山田如 �青　山　里　会 

22 �田中　恵美 �六名町 �小学校　PTA 

23 �澤田　貴子 �和無田町 �小学校PT二 

24 �豊住　弥生 �小山町 �中　学校　PTA 

25 �倉田　由美子 �堂ケ山町 �中　学校　PTA 

26 �伊藤　正也 �山田町 �消　防　分　団 

27 �後腐上勝轟 �小山町 �消　防　分　団 

28 �戸田　たづ子 �内山町 �保健体育部協力部長 

29 �森川　一平 �鹿同町 �保健体育部協力節点 

30 �打田　晋太郎 �堂ケ山町 �保健体育部協力部員 



文化広報部

No �氏　　名 �町　名 �選　出　組　織 

1 �矢田　定借 �西山町 �自　　治　　会 

2 �萩　伸元 �虚聞町 �自　　治　　会 

3 �中西富士雄 �小山町 �老　　人　　会 

4 �平尾　二三子 �内山町 �女　　性　　部 

5 �井上　タツ子 �内山町 �女　　性　　部 

6 �平尾　充子 �山田町 �女　　性　　部 

7 �森　有紀子 �虚聞町 �子ども育成会 

8 �牧田　奈津 �小山町 �子ども育成会 

9 �古川　真知子 �堂ケ山町 �子ども育成会 

1．0 �平尾　誠幸 �山田町 �交通安全協会 

11 �谷川　茂生 �虚聞町 �交通安全協会 

12 �大森　直樹 �山田町 �青　山　里　会 

13 �親鳥　孝子 �山田町 �青　山　里　会 

114 �辻川　裕美 �山田町 �青　山　里　会 

15 �水野　幸子 �西山町 �明るい遺筆推進協議会 

16 �矢田　純一 �西山町 �スポーツ推進員 

17 �宮崎　節夫 �山田町 �スポーツ推進員 

18 �戸田　典子 �内山町 �文化広報部協力部員 

19 �里中　俊雄 �小山町 �自　　治　　会 

20 �黒田　隆治 �和無田町 �老　　人　　会 

21 �宇藤　久美子 �小山町 �女　　性　　部 

22 �藤岡　底子 �小山町 �小　学校　PTA 

23 �加藤．綾 �鹿闇町 �小　学　校　PTA 

24 �平尾　美穂 �山田町 �中　学‾校　PTA 

25 �井上　ひとみ �和無田町 �中　学校　PTA 

26 � � � 

27 � � � 

28 � � � 

29 � � � 

30 � � � 
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生活福祉部協力員

矢田　洋子 協　　力　　鼻

青少年育成部協力員

長田　里美 協　　力　　鼻

保健体育部協力員

1 �矢田　純一 �西山町 �スポーツ推進員 

2 �宮崎　節夫 �山田町 �スポーツ推進魚 

3 �川島　敬子 �美里町 �協　　力　　鼻 

保健体育部協力団体と代表者

1 �矢田　三郎 �山田町 �グラウンドゴルフ 

2 �米川　二見 �堂ケ山町 �グラウンドゴルフ 

3 �豊田　敏正 �西山町 �ゲラウン＿ドゴルフ 

4 �並木　勝己 �鹿間町 �グラウンドゴルフ 

5 �打田　晋太郎 �堂ヶ山町 �バド　ミ　ント　ン 

6 �戸田　たづ子 �由山町 �バ　　　レ 

7 �伊藤　ちゑ子 �山田町 �タ　ス　ポ　ニ 

8 �市川　和也 �鹿間町 �星山公園づくり 

9 �松下　一郎 �小山町 �パド　ル　テ　ニ　ス 

10 �伊藤　悦子 �鹿間町 �ス　マ　イ　ル　体　操 

11 �平山　暮史 �堂ケ山町 �サ　　ッ　　カ　　ー 

12 �志田　麻衣子 �美里町 �ミ　　ニ　　バ　　ス 

13 �倉田　貴生 �堂ケ山町 �野　　球　　少　　年 

14 �川戸　千穂 �西山町 �小　山　田　鼓　笛　隊 

文化広報部協力団体と代表者

1 �伊藤　利子 �山田町 �サ　ーク　ル　生　花 

2 �平尾　充子 �山田町 �サ　ーク　ル　書　道 

3 �近藤　光子 �鹿間町 �サ　ーク　ル　民　踊 

4 �矢田　棲子 �山田町 �サークル大正琴 

5 �加藤　卓代 �山田町 �サークル手編み 

6 �中西　波津美 �小山町 �サークル　バッチワ一一ク 

7 �名倉　園子 �山田町 �サークル健康体換 

8 �岸本　吉弘 �鹿同町 �サ　ーク　ル　将　棋 

9 �平尾倫子 �山田町 �サークル　太極拳 

10 �伊藤　書末子 �山田町 �サークル　フラダンス 

11 �森川　一平 �鹿開町 �体　育　振　興　会 



平成26年度　小山田地区社会福祉協議会事集計簡（案）

月．桝 �車　乗　内　容 
生活橿祉部 �保線体育薗 �雷少年育成部 �文化広報部 

4　月 �各団体へ役員選出依頼 
桜まつり協賛事業グランド 　ゴルフ大金く6） � � 

5　月 �①部会（7） �①部会（10） �①部会（3） �①宙会（9） 

総会（30） 

6　月 � �健康守り隊出前講座 　く21） � � 

7　月 � � �加古神社集札補導 （14） � 

8　月 � � �小山田温泉まつり 祭礼補導 親子社会見学（4） � 

9　月 � � � �サルビア 

10　月 � �地区運動会（19） �Y・P・0リベーティー（11） � 

11月 �文化祭協賛 うどん・みたらし ふれあいフェスティバル （23） 施鼓視察研修 �文化祭協賛 焼き鳥－ �文化祭協賛 やきそば】からあげ． 　ポチトー �文化泰 

12　月 � � � �一人暮しの方へお弁当を 　お取りする 

1月 � � �視察研修 � 

2　月 � � � � 

3　月 � � � �地区広報誌発行 
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平成26年度小山田地区社会福祉協議会予算霊（案）
－1　　　■■■ヽ■’■ヽ－■■　■■r ����（円） 

科　　目 �26年度予算額 （A） �25年度予算額 （B） �増減 （A）－（B） �内　　　容 

義趨金 食費 �801，177 �17l．01l �－74．830 � 

軸2，500 �502．500 �0 �普通会費500×1185世帯 

補助金 �1．154．000 �49札353 �855，847 �連合自治会事業費210，000 （運動会150．恥0文化集60．000） 市社会福祉協議会90，000日赤札000 青少年市民金線50，000共同募金95，000 社会づくり事業費700，000 

雛収入 その他 � � �0 � 

131 �－131 �利息 

計 �2．347，077 �1．767．000 �紬0．177 � 

☆　収入の部

☆支出の布　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く円） 

科　目 �26年度予算額 （A） �25年度予算顔 （B） �増減 （A）－（B） �内一　　客 

1食義責 2事務費 a消耗品費 b備品購入費 ¢♯繕費 ？事業費 a生活福祉部費 b保健体育部費 C青少年育成部費 �10．000 �5．000 �5．000 � 

110．00 �00．伽 �50．0伽 � 

50，000 �20．000 �30．∝旧 �コピー用紙・インク等 

50，000 �30，000 �20．000 � 

10．000 �10，000 �0 � 

1，180．000 300．000 500．000 350，000 �1．450，伽 �230，000 � 

300，000 �0 �ふれあいフェスティバル、視察研修 

400．000 �100，000 �運動会、グランドゴルフ大会 

350．000 �0 �親子社会見学、視察研修、Y・P・0りく－ティ 

d文化広報部費 �530，000 �400，000 � 
130．000 �文化祭、サルビア、あったか弁当 

（広報費） �（内130，000） ���地区広報紙社協たより 

4　助成金 �317．00○ � �317．000 �ヽ 老人会　50，000 人・岡推協10朋0 女性部　70，000 子ども育成会　60．抑0 体育振興会　77．000 里山づくり　20，抑0 明推協　3吼仰0 

5負担金 l交職責 7＿鱒鯵義 寧予傭責 �8，0叫 �7．000 �1．000 � 

10．000 �10．000 �0 � 

30．000 �○ �30，000 � 

用2，077 �235，000 �－52．323 �派遣費含む（各種球技大会、体力づくり） 

計 �2．347．877 �1．717．000 �580．177 
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役員選出方法に関する提案

（小山田地区社会福祉協議会規約より第6粂抜粋）

第6粂　（役員）

1．　本協諌会に次の役員を置く。

会　長　　　1名

副会長　　　2名

書　記　　1名

会　計　　1名

監　事　　　2名

2．　役員の選出

本協議会の役員は会員の中から選考委員会で推薦し、総会において承認を受け

（1）役員の任期は1年とし、再任は妨げない。

（2）補欠で就任した役員は前任者の残留期間とする。

（3）役員は4部長と兼ねない。

（4）選考委員は、各種団体長より適時選ぶ。

※第6粂2項に追加
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