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会　長　小　宮　文　男

　サロン紹介　　代表者　井上　雅庸
　「人は誰もが年齢を重ねる、それは貴重で豊かな人生経験を積み年齢を刻んだあかしである。同時にシニア時

代の特権である。」と言われております。しかし、この特権を使って、これからの人生を楽しく送ろうとしても、

横を振り向くと同世代の友達は少なく、外を歩いていない、会っても話す時間がない。

　このような現状を打破しようと、遅咲きですがサロン上花咲を立ち上げました。立ち上げに際しては、区会・

地元婦人部・地元社協の協力をいただき何回も話し合いを重ね、長続きができ、無理をしない、派手な事はしない、

このようなサロンシステムを考えました。早速、希望者を募り開始式には２０名近くの仲間が集まり、社協本

部の役員さんもお祝いに駆けつけてくれました。社協職員さんの指導により指を使った体操をして、お互い競

い合い笑い合い、初日が楽しく終わりました。私達サロンは、個人的な食べ物は持ち込まないで事務局が用意

するお茶、菓子を、ごく普通なゲーム、歌、おしゃべりで過ごすこととしました。

　次回は地元区会が開催するバーベキュー大会に、サロン仲間が集まるテーブルスペースを作ってくれるよう

ですので、孫を連れて参加するのを楽しみにしています。

・参加者　星野さん（女性・71 歳）

「近くに住んでいるのに、ずいぶんと久しぶりの人にも会えました。回を重ねるうちに、ゆっくり話もできると

楽しみにしています。」外出してみんなに会える場ができてうれしいです。

・ボランティア　星野さん（女性・６６歳）

「生まれ育った地域のお役に立てればとの思いからでした。お邪魔になっていませんし働か

なくてもいけません。このバランスに神経をつかいました。でも高齢の方もそうでない方

も笑顔を見せてくださったのが嬉しいひと時でした。」穏やかに和やかに健やかに、このサ

ロンが続いていくことを願っています。

いきいきサロン上花咲  が開設されました !

in 上花咲分館 （月１回　開催）いきいきサロン紹介！
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　●個人、法人、企業等からの募金実績額

　　　実績額合計 ２４１，６８５円

小宮由子／㈲コタカ電化／はちすか整形外科クリニック／進士歯科医院／都留信用組合

大月支店／遠藤歯科医院／岡歯科医院／すずき整形外科医院／㈲山口商事／ＪＡクレイ

ン大月支店／布施歯科医院／木村屋／松葉／森屋鮨／古民家麺所かつら／濱野屋ティー

トラスト㈲／稚枝子おおつきクリニック／広明堂薬局／白川花店／星野税理士事務所／

干潟歯科医院／堀田医院／㈱渡辺商店／塩沢分店／安留薬局／㈱誠実堂／小沢商店／㈱

まもかーる大月店／ソウマ工業㈱／佐藤歯科クリニック／大月調剤薬局／㈲大都留清掃

社／㈱花咲カントリー倶楽部

　「じぶんの町を良くするしくみ」「地域をつくる市民を応援する共同募金」をスローガンに、

本年度も企業等法人からの大口募金依頼と募金箱設置を行う中で運動を展開しました。多く

の方々のご協力により、９８１，９８９円の募金を頂きました。

　共同募金運動に、ご協力いただきましたすべての皆様に、深く感謝申し上げます。

　平成 29 年度にご協力頂いた募金は、平成 30 年度の事業に配分され、地域の老人憩いの家

の整備（今年度は、下花咲支部と上花咲支部）ふれあい・いきいきサロン等の事業費として

充てられます。ご協力ありがとうございました！
　また、ご報告が遅くなりましたこと、お詫び申し上げます。

　平成３０年度もよろしくお願いいたします。

　●法人、企業等募金箱設置協力における実績額

　　　実績額合計 ８２，００４円

㈲コタカ電化／デイリーやまざき大月桂川店／はちすか整形外科クリニック／進士歯科

医院／都留信用組合大月支店／遠藤歯科医院／岡歯科医院／すずき整形外科医院／山梨

スポーツ㈱／かあちゃん／居酒屋いけがわ／スナックＶ／ＪＡクレイン大月支店／富

士厚生クリニック／布施歯科医院／デイリーやまざき大月駅前店／月カフェ／濱野屋

ティートラスト㈲／森屋鮨／古民家麺処かつら／大月市観光協会／稚枝子おおつきクリ

ニック／広明堂薬局／白川花店／大商協ホール／堀田医院／松葉／小林青果／スナック

里枝／安留薬局／㈱誠実堂／干潟歯科医院／吉田屋手打うどん店／佐藤歯科クリニック

／㈱花咲カントリー倶楽部／山本歯科医院／そば処大和／㈱柳屋商店／㈱カメラのいと

う／甲斐日産自動車株式会社大月店

（敬称略・順不同）

平成２９年度赤い羽根共同募金運動の報告
　

○実績報告（大口・募金箱設置）

○各支部ごとの実績額
　

　

地　区 実績額 地　区 実績額
駒　橋 105,500 下花咲 57,500

御太刀 169,500 上花咲 37,500

大　月 214,000 富士見台 49,300
沢　井 25,000 合　計 658,300

（単位：円）

＊大口募金と設置募金箱の金額を除いた額で記載しております。

多くの浄財をありがたくいただきました！
多くの方にご協力いただき、ありがとうございました！
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平成３０年度大月地区社会福祉協議会　事業計画と収支予算
●収支予算

【支出】
【収入】

◎重点計画
●地区社協研修会の開催
●困りごとへの対応（お助け隊の活動との連携）
●居場所づくり拡大・拡充の推進（ミニデイ・サロン）
●見守り活動への取り組み　●広報紙の発行

科　目 金　額

事務費 ３４，５００

会議費 10,000

通信運搬費 6,500

消耗品費 15,000

使用料 3,000

事業費 ３００，０００

福祉推進費 160,000

研修費 30,000

広報費 110,000

納付金 １，６５８，５００

配分金（下花咲・上花咲） ２００，０００

雑費 ８０，１２６

合　計 ２，２７３，１２６

科　目 金　額

会費 ６７７，５００

共同募金 １，１８１，０００

地区社協活動費 １３５，５００

バザー配分金 ２４，６００

助成金 １００，０００

繰越金 １５４，５２６

合　計 ２，２７３，１２６

●事業計画

●事業報告
●研修会（年２回）

１全国各地で発生している大規模災害から、自分たちの地域における日頃からの取り組みについて

何が必要なのか、学びました。

２住民福祉懇談会・・・地域住民をはじめ、民生委員児童委員、ボランティアや老人クラブ、自治

会等福祉関係者が一堂に会し、日常の生活課題について、身近な地域で取り組むことのできる活動

を話し合いました。意見は、市社協の第３次地域福祉活動計画へ反映されるとともに、平成３０年

度大月地区社協事業計画へつなげました。

●広報発行（年２回）・・・第１５号（８月）／第１６号（４月）

●赤い羽根共同募金運動・・・大月東小６年生とのプランターづくり、大口依頼と募金箱設置

●ミニデイサービス事業（年３回）・・・集いの場の提供と介護予防事業の魅力化を図るため、市

社協で行っている月１回（半日・年１２回）のミニデイサービス事業を、年３回昼食付き（実費

負担）による１日開催として、住民主体のミニデイサービス事業を実施しました。

●理事会（年３回）／役員会（年２回）／市社協事業への協力

平成２９年度大月地区社会福祉協議会　事業報告と収支決算報告

●決算報告

科　目 金　額

会費 ６７７，５００

共同募金 １，１８１，９８９

地区社協活動費 １３５，５００

バザー配分金 ２４，６００

助成金 １００，０００

負担金 １４，０００

雑収入 ５

繰越金 １２３，２２４

合　計 ２，２５６，８１８

科　目 金　額

事務費 ２３，５１０

会議費 3,600

通信運搬費 2,600

消耗品費 14,310

使用料 3,000

事業費 ２１８，８６１

福祉推進費 125,241

研修費 9,920

広報費 83,700
納付金 １，６５９，４８９

配分金（駒橋・御太刀） ２００，０００

雑費 ４３２

合　計 ２，１０２，２９２

【収入】 【支出】

●収入総額　2,256,818 円
●支出総額　2,102,292 円
差引残額の 154,526 円が翌年度に繰り越されます。

（赤字で記載の会費及び共同募金収入は、市社協及び共同募金会大月市支会へ納付する
１，６５９，４８９円と配分金として２地区にそれぞれ１０万円ずつ配分されるものとなっています。）



　平成３０年度の地区社協の活動が、また始まりました。役員体制は、会長小宮、副会長小俣、会計代永

の三人で運営を進めていくこととなりました。何分、４年目となりますので、何かしら昨年度とは異なっ

たことをしなくては、向上・進歩もない活動になってしまいそうです。そこで、今年は理事会と役員会と

で相談、協議し次のような内容を、重点にした活動を進めて参ることを、決定いたしました。

　研修会の開催については、広く会員の皆様に参加していただくように努力しましょう。（お知らせの方

法を考え、参加しやすい時期と時間帯を考えて実行しましょう）

　会員の皆様が、より気楽に参加できる「居場所」を作るように努力しましょう。（開かれた、生き生き

サロン＝誰もが気兼ねなく参加していただくように工夫しましょう。ミニデイサービス事業にも多くの会

員の方の参加をお願いしましょう＝午前中だけでなく、参加者の皆様のご意志を尊重し午後も９０分ほど

活動しましょう）

　見守り活動の充実を図りましょう。（支援を必要とされる方々に声掛けをさせていただき、個別支援計

画を作成しましょう。福祉・防災マップを作る努力をしましょう）

　これらのことを重点として、この一年間は活動していきましょうと話し合いました。

　尚７月に上花咲地区に待望の「いきいきサロン上花咲」が、新たに新設されました。役員様のご尽力に

感謝申し上げます、また、これからのますますのご盛況をご祈念させていただきます。ありがとうござい

ました。

　役員もこれを機に、尚一層の努力をしてまいる所存でございます。会員皆様のご協力を、より一層お願

いいたしまして、編集後記とさせていただきます。　　　　　　　　　　　　（文責・副会長、小俣公司）

編集後記
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～会費を納めていただいている　皆様は　「社協の会員」です！～
社協会費のお礼とお願い

　社会福祉協議会では、「ふれあい・いきいきサロン」などの地域住民主体の

活動と「地域福祉推進大会」「ツキフェス」「ボランティア育成」などの各種事

業の推進のために、住民の皆様に会員として、会費を納入していただいていま

す（大月地区では、例年一世帯６００円の会費をいただいております。そのうち、５００円は市社協へ

の納付分、１００円は大月地区社協の活動費となっています。本年も同様です。）。

　地域活動や諸事業は、平成２９年度に策定された第３次地域福祉活動計画「おおつき花咲プラン」の

基本理念である“みんなでつくる　ささえあう　福祉のまち　大月”の実現に向けて行なわれているも

のであり、会費は地域活動や諸事業の財源として有効に使わせていただいております。

　毎年、多くの地域住民の皆様のご理解とご協力をいただいております。皆様のご協力に深く感謝申し

上げ、また、平成３０年度もご協力をお願いいたします。

＊会費は、 区長さんや自治会長さん方にご協力いただき、 納入をお願いしております。 なお、 区費等から納入

していただいている区や自治会もあります。 どうぞ、 ご協力よろしくお願いいたします。

●社協会費の報告

●社協会費のお願い

　平成２９年度の各支部の会費は、下記の通りです。ご協力ありがとうございました。
支部名 市社協会費（500 円）地区活動費（100 円） 合計金額

駒　橋 １２２，５００ ２４，５００ １４７，０００

御太刀 １６９, ５００ ３３, ９００ ２０３, ４００

大　月 ２１４，０００ ４２，８００ ２５６，８００

沢　井 ２２，５００ ４，５００ ２７，０００

下花咲 ５７，５００ １１，５００ ６９，０００

上花咲 ３７，５００ ７，５００ ４５，０００

富士見台 ５４，０００ １０，８００ ６４，８００

合　計 ６７７，５００円 １３５，５００円 ８１３，０００円


