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【父島】夏休みの学童保育 スタッフ募集中！
夏休みの学童保育のスタッフを募集します。
「とびうおクラブ」は第２の家庭とし

【指導員】
*応募資格：保育士等の資格のある方
または保育経験がある方
*時給：１,２３０円
【障害児担当指導員】
*応募資格：保育士等の資格を有する方
*時給：１,３６０円
【補助員】

て、夏休み期間中の平日の９時～５時、
子どもたちとさまざまな体験をして過ご
します。（例年２０人くらいの子どもた
ちが参加します）
「タートルズ」は、障害のあるお子さ
んの療育の場として活動します。
勤務は、週１回から、働ける時間だけ

*応募資格：保育に熱意のある方（高校生可）

でもＯＫです。小笠原の子どもたちと元

*時給：１,０２０円

気いっぱいの夏を楽しんでみませんか？

履歴書、あれば資格証明書（写）を郵送または

まずはご相談ください。
電話04998-2-2486

持参してください。

夏休みラジオ体操の運営スタッフ募集！
夏休み期間中の健康増進と規則正しい生活
のために、ラジオ体操会を開催しています。
今年の運営を手伝っていただけるスタッフ
を募集しています。奮ってご参加ください！

日時：8月1日～31日
朝６時半から１５分程度
実施場所：
【父島】①水産センター横の岸壁
②扇浦交流センター裏の駐車場
【母島】小中学校グランド
朝日を浴びて、気持ちの良い1日を
スタートさせましょう。
☎父島２－２４８６、母島３－２１８８
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平成３０年度 事業報告
主な事業をご報告いたします。

令和元年７月１日発行

令和元年度第１回理事会（６月３日開催）及び
第１回評議員会（６月１８日開催）において
承認されました。

◆法人運営事業
◇組織運営…理事会・評議員会の運営

◇自立支援事業
・就労支援・作業指導

会員募集
◇調査研究…講習・研修参加、視察、

・バザーコーナー運営
・居場所作り事業の実施

講師招聘
◇連絡調整…関係機関との連絡調整
◇普及宣伝…ＨＰによる事業の案内
広報「がじゅまる」の発行

◆ボランティア活動推進事業
・ボランティア団体の活動支援・育成等
・小笠原村防災訓練参加
・高齢者ふれあいサロン活動の実施

◆地域福祉事業

・ボランティア保険事務取扱

◇福祉活動事業
・福祉団体の助成（４団体）

・広報「ボランティアセンターだより」

・学校教育への協力

の発行

・福祉バザーの開催

◆在宅福祉事業

・地域行事の開催（竹の羽根作り教室、
小笠原羽子板による羽根突き大会、
夏休みラジオ体操）

・上級救命講習会の開催（村受託）
・赤い羽根共同募金運動
・小笠原諸島戦没者追悼式典の開催
◇こども家庭福祉事業
・行事の開催（こどもの日、
母島クリスマス子ども大会）

・ちびっこクラブ事業
（3才児１５名、4才児９名）

・学童保育「とびうおクラブ」運営
（対象：小１～３年生、
春季９名、夏季2２名）

・障害児放課後支援事業（父島）
（対象：小1～3年生の障害児）

・未就学児一時預かり事業（父島）
・チャイルドシートの貸出
◇高齢者福祉事業
・遠征ゲートボールおよびグラウンド
ゴルフ大会参加助成
・小笠原グラウンドゴルフクラブ協力
・行事の開催（敬老の日）

◇高齢者地域支え合い事業（村受託）
・食事サービス
（利用者父島１６名、母島１１名）

・ほがらかサービス
（利用者父島１１名、母島４名）

◇介護予防体操教室事業（明老会受託）
◇ヘルスアップ教室（村主催）協力
◆福祉サービス利用援助事業
新規契約１件、契約継続５件、
契約終了１件
◆生活福祉資金貸付事業（東社協受託）
相談３件、償還完了１件
◆施設管理事業
◇母島村民会館管理（村指定管理）
◇奥村運動場（村指定管理）
◇小笠原村地域福祉センター管理
（村指定管理）

◇大神山公園管理（清掃・巡回）
（東京都公園協会受託）

◇父島火葬場管理（村受託）
◆助葬事業…父島４件、母島３件
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平成２９年度 決算報告
決算額は、１億６８５万６,３２３円でした。
◆資金収支決算書

（単年度）（事業別） （単位：円）

事業区分

拠点区分
地域福祉活動推進事業
社会福祉
たすけあい資金貸付事業
事業区分
小計
施設管理事業
公益事業
ちびっこクラブ事業
区分
助葬事業

合計
◆経常収入

収入
47,376,116
4
47,376,120
42,450,903
16,258,013
771,287

支出
51,644,528
0
51,644,528
33,845,500
17,099,065
873,827

106,856,323

103,462,920

差額
△ 4,268,412
4
△ 4,268,408
8,605,403
△ 841,052
△ 102,540
3,393,403

（法人全体）（単位：円）

〔説明〕
バザー事業収入
1,107,188
1.0%

会費収入
1,629,000
1.5%

寄附金収入
683,034
0.6%
雑収入等
1,038,105
1.0%

事業収入
7,349,774
6.9%

・受託金収入の約８割は施設管理の受
託金です。施設管理の受託は、就労
の場の確保としても大切な事業と
なっています。

受託金収入
52,416,792
49.1%

補助金収入
42,632,430
39.9%

◆経常支出

【経常収入の部】

・補助金収入の９５％は人件費に充当
されます。

（法人全体）（単位：円）

【経常支出の部】
事業費支出
12,022,806
11.6%

助成金支出
等
98,000
0.1%

・人件費は支出全体の約４分の３を占
め ま す。社 協 の 事 業 は ９ 名 の 職 員
と、多 く の パ ー ト さ ん（父 島 ６ ８
名、母島１２名）によって支えられ

事務費支出
12,589,471
12.2%

◆社会福祉充実残額

人件費支出
78,752,643
76.1%

ています。

468万円（平成３０年度決算額に基づく再投下可能な財産）

社会福祉充実計画「職員育成事業」（５か年計画）を実施しています。
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理事の改選の報告
６月１８日開催の評議員会で、任期満了

理事

に伴う理事の改選が可決されました。

亀﨑

（敬称略）

【新理事】（
会長
副会長

真（小笠原診療所）

菊池峰子（食事サービスボランティア）

）内は、選出区分の当該団体

岸

菊池聰彦（ライオンズクラブ）

威雄（小笠原支庁）

村井達人（小笠原村）

平賀洋子（元民生委員）
稲垣直彦（小笠原島漁協）

理事

茂木雄二（民生委員）

繁藝奈津代様、これまでありがとうござ

秦早苗【新】(明老会）

いました。

評議員の改選の報告
６月１１日開催の評議員選任・解任委員
会で、評議員の改選が可決されました。
（敬称略）

【新評議員】（

）内は、選出区分の当該団体

佐藤正子様、青島泰子様、綱島修様、折

岩崎圭子（島しょ保健所）

田修一さま、これまでありがとうございま

佐々木彰（母島壮年会）

した。

宮城雅司（母島青年会）

【５月の行事報告】 子どもの日、おめでとう！

★小笠原村の子どもの人数★

令和元年１０連休ゴールデンウィークの

未就学児：父島

１３３名

初日の4月27日、父・母両島で子どもの日

母島

名

：父島

１６９名

母島

名

小学生

をお祝いしました。

ご協力ありがとうございました！
【父島】こどもまつり

【母島】子どもの日の集い

*会場設営・撤収

*実行委員メンバー

海上自衛隊父島基地分遣隊
*景品のご提供
海上自衛隊父島基地分遣隊・都職員労働
組合小笠原支部・小笠原警察署・小笠原
海上保安署・東京都公園協会・小笠原村
観光協会・七島信用組合・農協

お心をお寄せいただいた方々

【令和元年６月】（敬称略）

費用弁償を社協のために
長谷部勝久

３,０００円

社協への寄付は税制上の優遇措置が受けられます

