
平成27年度

小山田地区社会福祉協議会

捻　会

平成26年度よりおやまだ桜周囲に花壇作成

日　時　　平成27年5月29日（金）午後7：00”

場　所　　月ヽ山阻地区市民センター



平成27年度

小山田地区社会福祉協叢会総会事項書

平成27年5月29日（金）

午後7時～

市民センター2階大会議室

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

6．　態　　事

（1）平成26年度事業報告承藩に関する件　（2ページ）

（2）平成26年度決算報告承藩に関する件（3ページ）

（3）平成26年度会計監査報告に関する件　（3ページ）

（4）平成27年度新役員選出及び承認に関する件　（4ページ）

（5）平成27年度事業計画承認に関する件　（8ページ）

（6）平成27年度予算案承認に関する件　（9ページ）

（7）その他

7．議長解任

8，閉会のことば
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平成26年度　小山田地区社会福祉協議会事業報告

月　別 �事　業　内　容 
生活福祉部 �保健体育部 �青少年育成部 �文化広報部 

4　月 �各団体へ役員選出依頼 

5　月 �①部会（7） �①部会（10） �①部会（3） �①部会（9） 
総会（30） 

6　月 � �　①役見会（5） 　②部会（14） 健康守り隊出前講座（21） �①役員会（3） �①役鼻会（13） 

7　月 � �②役員会（17） �　②役見会（3） 社会を明るくする運動（8） （診部会（9） �②役員会（18） 
（卦役員会（25） �加害神社祭礼補導（14） ③役員会（23） ④役員会（24） �②部会（25） 

8　月 �②部会（18） �③部会（6〉 ④役員会（21） �親子社会見学（4） 小山田温泉まつり 祭礼補導（8） � 

9　月 � �運動会全体会議（13） �③役良会（18） ③部会（24） �③部会（26） 

10　月 �③部会（15） �責任者会議（6） 前日準備（18） 大運動会（19） 反省会（19） �Y・P・0・パーティー（11） 　④部会く29） �サルビア（4） ④部会（24） 文化祭準備（31） 

11月 �文化祭協賛（2） うどん・みたらし ④部会（12） ふれあいフェスティバル （23） 市内施設視察研修（26） �文化祭協賛（2） 　焼き鳥 �文化祭協賛（2） やきそば・からあげ 　ポテト �文化祭（1～2） 

12　月 � � � �一人暮しの方へお弁当を 　お配りする（り 

1月 � � �⑤役員会（8） ⑤部会（14） 視察研修（20） � 

2　月 � � � �①広報係（5）‾ ②広報係（16） ③広報係（23） 

3　月 � � �⑥役員会（23） �④広報係（6〉 ⑥広報係（13） 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27年度　社協各部役員名簿

会　長

副会長

副会長

書　記

会　計

監　事

監　事

部　長　　岸本　久義

副部長　　伊藤　卓

書　記　　平尾　久美子

会　計　　伊藤　葉子

成則

晋太郎・矢田　操・戸田　たづ子

見真・黒田　美枝・矢田　美穂

陽子

部　長　　中村　賓

副部長　　古市　晴久：平山　智子

書　記　　小林　秀二：古市　由美子

会　計　　宇佐美　律子：平山　正人

部　長

副部長

書　記

会　計
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各糧局休養および社協草間

No �氏　　名 �住　　　所 �選　出　組　織 

1 �矢眉目義勇 �山田町 �自　　　治　　会 

2 �矢田　延人 �西山町 �自　　治　　会 

3 �・里中　俊雄 �小山町 �自　　治　　会 

4 �矢田　勝卓 �内山町 �自　　治　　会 

5 �河合　和彦 �美里町 �自　　　治　　会 

6 �米川　嘉樹 �堂ケ山町 �自　　治　　会 

7 �林　昭則 �六名町 �自　　治　　会 

8 �萩　伸元 �鹿間町 �自　　治　　会 

9 �井上　正徳 �和無田町 �自　　治　　会 

10 �北見　喜子 �小山町 �女　　性　　部 

11 �山家　多嘉男 �鹿間町 �老　　人　　会 

12 �坂暗真由美 �鹿間町 �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 �平山　正人 �堂ケ山町 �小　学　校　PTA 

16 �片岡　洋将 �鹿闇町 �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∵蓼士鰻 �鹿間町 �遺　　族　　会 

21 �原田　重樹 �山田町 �雷　山　里　会 

22 �森本裕也 �山田町 �小山田小学校長 

23 �繍本　伸漬 �西山町 �西陸中学校長 

24 �原田　力 �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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生活橿祉慮

No �氏　　名 �住　　　所 �選　出　組　織 

1 �河合　和彦 �美里町 �自　　　治　　会 

2 �里中　俊雄 �小山町 �自　　治　　会 

3 �伊藤　進哉 �山田町 �老　　人　　会 

4 �平尾　義博 �内山町 �老　　人　　会 

5 �矢田　万里子 �内山町 �女　　性　　部 

6 �矢田　洋子 �内山町 �女　　性　　部 

7 �嚢佳朱美 �小山町 �子ども育成会 

8 �澤野　千晶 �山田町 �子ども育成会 

9 �■伊藤　卓 �山田町 �民　生　委　員　会 

10 �矢田　宏子 �山由町 �民　生　垂　員　会 

11 �伊藤菓子 �西山町 �民　生　垂　貴　会 

12 �中条霊昭 �小山町 �民　生　委　員　会 

13 �矢田　俊巳 �内山町 �民　生　垂　員　会 

14 �椎名　茂則 �六名町 �民　生　委　員　会 

15 �若山　正雄 �堂ケ山町 �民　生　委　員　会 

16 �岸本久義 �虚聞町 �民　生　　　　会 

17 �中田　古事 �和無田町 �民　生　垂　員　会 

18 �宇佐美律子 �山田町 �民　生　幸　員　会 

19 �早川　治美 �小山町 �民　生　委　員　会 

20 �大森　直樹 �山田町 �雷　山　里　会 

21 �古市　幸絵 �堂ケ山町 �小　学　校　PTA 

22 �志田　麻衣子 �美里町 �小　学　校　PTA 

23 �平尾　久美子 �山田町 �中　学　校　PTA 

24 �片岡冨士雄 �鹿間町 �遺　　族　　会 

25 �長田　春樹 �山田町 �’；．■‾汁．三・ （小山田地区代表） 

26 �平尾　光子 �山田町 �母子寡婦福祉会 

27 �奥村　嘉子 �堂ケ山町 �生活福祉部協力部員 



青少年育成部

No �氏　　名 �住　　　所 �選　出　組　織 

1 �練　暗創 �六名町 �自　　由　　会 

2 �米川　嘉樹 �堂ケ山町 �自　　治　　会 

3 �森田　正則 �六名町 �老　　人　　会 

4 �黒田　隆治 �和無田町 �老　　人　　会 

5 �田中てる子 �六名町 �女　　性　　部 

6 �田中　夏泰子 �六名血 �女　　性　　部 

7 �平尾　充子 �山田町 �女　　性　　部 

8 �平山　智子 �堂ケ山町 �子ども育成会 

9 �中山　宏美 �虚聞町 �子ども育成会 

10 �田中　由紀 �六名町 �子ども育成会 

11 �早川　治美 �小山町 �主任児童垂且 

12 �宇佐美律子 �山田町 �主任児童委員 

13 �平山　正人 �堂ケ山町 �小　学校　PTA 

1．4 �矢田　清隆 �山田町 �小　学校　PTA 

15 �鈴木　英寛 �美里町 �中　学校　PTA 

16 �古市　由美子 �堂ケ山町 �中　学校　PTA 

17 �戸田　峰夫 �内山町 �保　　護　　司 

18 �伊藤　久子 �西山町 �保　　護　　司 

19 �磯部　治子 �鹿間町 �人　権　擁　護　委　員 

20 �古市　晴久 �堂ケ山町 �地　区　補　導 

21 �中村　貫 �山田町 �中　央　補　導 

2寧 �矢田　和子 �西山町 �青　少　年　相　談 

23 �矢田　洋子 �西山町 �更生保護女性 

24 �小林　黄ニ �小山町 �青少年曹成部協力部員 
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No �氏　　名 �住　　　所 �選　出　組　織 

1 �矢田　義寿 �山田町 �自　　　治　　会 

2 �矢田　延人 �西山如 �自　　治　　会 

3 �平山　宏 �堂ケ山町 �老　　人　　会 

4 �矢田　昌一 �西山町 �老　　人　　会 

5 �大川　鳴子 �山田町 �女　　性　　部 

6 �矢田ノ　美千代 �山田町 �女　　性　　部 

7 �中野　恵美 �山田町 �子ども育成会 

8 �重文美香 �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　鼻：ご会 

11 �永尾　敏昭 �小山町 �体　育　振　典　会 

12 �小住　秀樹 �小山町 �体　育■　振∴興　会 

13 �矢田　操 �内山町 �体　育　振∴興　会 

14 �三村　哲彦 �和無田町 �体　育　振＿「集　会 

15 �古市　敦 �堂ケ山町 �体　育　振　典　会 

16 �森川　一平 �鹿闇町 �体　育　振　興　会 

17 �小林恒夫 �六名町 �体　育　振　興　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 �鹿同町 �交通安全協会 

21 �山口　見真 �山田町 �青　山　里　会 

22 �永山　真衣 �六名町 �小学校PTA 

23 �黒田　美妓 �小山町 �小　学校　PTA 

24 �矢田　美穂 �和無口町 �中　学校　PTA 

25 �矢田　実咲 �西山町 �中　学校　PTA 

26 �坂井　昇 �西山町 �消　防　分∴　団 

27 �平尾∴途浩 �山田町 �消　防　分二　田 

28 �矢田　純一 �西山町 �スポーツ推進委員 

29 �宮崎　節夫 �山田町 �スポーツ推進員 

30 �戸田たづ子 �内山町 �バ　　　　レ 

31 �打田　晋太郎 �堂ケ山町 �体　育　振　興　会 



文他広報寧

No �氏　　名 �住　　所 �選　出　組　織 

1 �矢田目鼻摩 �内山町 �自　　治　　会 

2 �井上　正徳 �和無田町 �自　　治　　会 

3 �寺岡　正美 �小山町 �老　　人　　会 

4 �小澤　京子 �小山町 �女　　性　　部 

5 �坂口　光子 �小山町 �女　　性　　部 

6 �平尾r充子 �山田町 �女　　性　　部 

7‘ �田中　てる子 �六名町 �女　　性　　部 

8 �矢田　洋子 �内山町 �女　　性　　部 

9 �北属　喜子 �小山町 �女　　性　　部 

10 �高橋　知江子 �山田町 �子ども育成会 

11 �打田　乗手 �堂ケ山町 �子ども育成会 

12 �坂口　るみ �小山町 �子ども育成会 

13 �谷川　茂生 �鹿憫町 �交通安全協会 

14 �平山　良男 �堂ケ山町 �交通安全協会 

15 �神戸　康子 �山田町 �青　山　里　会 

16 �谷　知美 �山田町 �青　山　里　会 

17 �水野幸子 �西山町 �明るい遺草推進協議会 

18 �大川　陽子 �山田町 �明るい遺筆推進協躊会 

19 �萩　伸元 �鹿間町 �自　　治　　会 

20 �山家　多古男 �鹿間町 �老　　人　　会 

21 �前田　知子 �小山町 �女　　性　　部 

22 �川戸　千穂 �西山町 �小学校PTA 

23 �蔵丸妻子 �鹿間町 �小学校PTA 

24 �矢田　利恵 �小山町 �中　学校PTA 

25 �三浦恵美子 �山田町 �中学校PTA 
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青少年育成部協力員

1 �辻　丈和 �和無田町 �協　　力　　員 

2 �坂口　敬神 �和無田町 �協　　力　　員 

3 �中村‾一希 �六名町 �協　　力　　員 

4 �伊藤r洋子 �西山町 �協　　力　　員 

5 �長田　里美 �山田町 �協　　力　　員 

保健体育部協力員

川島　敬子 協　　力　　員

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 �堂ヶ山町 �グラウンドゴルフ 

3 �豊田　敏正 �西山町 �グラウンドゴルフ 

4 �並木　勝己 �鹿間町 �グラウンドゴルフ 

5 �打田　晋太郎 �堂ケ山町 �バド　ミ　ント　ン 

6 �戸田　たづ子 �内山町 �バ　　　レ 

7 �伊藤　ちゑ子 �山田町 �タ　ス　ボ　ニ 

8 �市川　和也 �虚聞町 �生山公園づくり 

9 �松下　一郎 �小山町 �パド　ル　テ　ニ　ス 

10 �伊藤　悦子 �鹿聞町 �ス　マ　イ　ル　体　操 

11 �平山　書史 �堂ケ山町 �サ　　ッ　　カ　　ー 

12 �並木　教子 �鹿間町 �ミ　　ニ　　′く．　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　敲∵笛l隊 

文化広報部協力団体と代養看

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　嘉　道 

3 �近藤　光子 �鹿間町 �サ　ーク　ル　民　踊 

4 �矢田　養子 �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 �小山む �サークル　パッチワー 

7 �名倉　園子 �山田町 �サークル健康体操 

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　利子 �山田町 �サークル　フラダンス 



平成27年度小山田地区社会橿祉協義金雷集計爾

月　割 �事　菓　内　容 
生活権社鵡 �傑鍵体育部 �青少年育成部 �文化広報部 

4　月 �各団体へ役員選出依頼 

①部会（2如 � 

5　月 �①部会（8） �①部会（9） � �①部会（13） 

総会（29） 

‾6　月 � �健康守り隊出前講座 （20） � � 

7　月 � � �加雷神社祭礼捕導 　く14） � 

8　月 � � �小山田温泉まつり 祭礼補導 親子社会見学（9） � 

9　月 � � � � 

10　月 � �地区運動会（18） � �文化費（－31） 

11月 �　文化祭協賛 ふれあいフェスティバル �文化泰協賛 �文化祭協賛 �文化祭くり サルビア（28） 
（23） 施設視察研篠 ��Y・P・0リベーティー（14） 

12　月 � � � �一人暮らしの方へ味ご飯 をお配りする事業（ほ） 

1月 � � �視察研修 � 

2　月 � � � � 

3　月 � � � �地区広報誌発行 
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平成27年度小山田地区社会福祉協農会予算雷（
★収入の布　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く円） 

科　　目 �27年度予算額 （A） �20年度予算額 （B） �増減 （A）－（B） �内　　　容 

縫換金 �45●210 �的1．177 �－142．粥7 � 

食　費 �58l．500 �512．500 �ーl．000 �讐遺会費5dox1．173世帯 

補助金 �734．∝旧 �1．154．∝姶 �一420．000 �連合自治会義菓貴140．000 （運動会100．∝旧・文化貧相000） 社食づくり事業費　400，000 市社食犠牲協義金　90．000 共同募金　95，000 8赤　札000 

維収入 �100．000 � �100，000 �遵勤食寄付金（寸志） 

その他 �100 � �100 �利息 

計 �1，078．010 �2．347．177 �一朗札887 � 

★支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円） 

科　目 �27年度予算額 （A） �26年度予算額 （B） �増減 （A）－（8） �内　　　容 

1奉濃責 �10，00○ �10，000 �○ � 

2暮春費 �110．000 �110．000 �0 � 

a消耗品義 �50，㈱ �50脚 �0 �コピー用徹・インク・振込手数料等 

b傭品購入費 �50，000 �50．000 �0 � 

¢　修繕費 �10．000 �10，000 �0 � 

8事象義 �1，100．000 �1．180．000 �－580．000 � 

8生溝穐社命費 �300．∝旧 �300，∝氾 �0 �ふれあいフェスティバル 複零研修 

b保健体育部費 �300，000 �500．㈹ �－200．000 �運動会 グランドゴルフ大会 

¢雷少年育成部費 �300，000 �350．000 �－50，000 �親子社会見学 Y・P・0パーティー 視察研修 

d文化広報部費 �200，000 �530．000 �－330，000 �文化祭　70．（伽 サルビア諏脚 

r内1130000 ��あったか弁当20，㈱ 地区広報兼行帥000 

4助成曇 �317．000 �317．000 �0 �老人食50，000人・同権協10．000 女性部70．000 子ども育成会50，000 体育振興会77．000生山づくり20．000 明椎協30，000学童保育10．000 

5負担金 �8．000 �8，000 �0 � 

6交鴨義 �10．000 �10，㈹ �0 � 

7礪鯵費 �30．0側 �30．000 � � 

8　予儀義 �203．810 �182．077 �111，133 �派遺賢含む（各種球技大食、体力づくり） 

．針 �1．878β10 �2．糾7．877 �－418．817 � 
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