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社会福祉法人 小笠原村社会福祉協議会 

 

平成３１年度事業報告書 
 

１．会員 

個人会員  1,137 人（父島 876、母島 261） 

  賛助会員  23 人/事業所 （父島 20、母島 3） 

   団体会員  38 事業所（父島 29、母島 9） 

 

２．職員体制 

事務局長 1名、次長１名、主査 3名、主事 4名 

   パート職員 88 名（父島 71 名、母島 17 名） 

    

３．理事会 

（１）第 1回 令和元年 6月 3日（月）午後 6時 00 分から午後 6時 40 分 

小笠原村地域福祉センター 2 階大会議室 

母島村民会館 2 階会議室【テレビ会議】 

理事 総数 9名 出席 7名 欠席 2名 

監事 出席 1名 欠席 1名 

第 1号議案 評議員候補者の推薦および解任の提案について 

第 2号議案 平成 30 年度決算及び事業報告（案）の承認について 

第 3号議案 定時評議員会の招集事項の決定について 

（２）第 2回 令和 2年 6月 18 日（火）決議の省略 

     理事総数 9名 同意書による全員の同意の確認 9名 

     監事 同意書による異議なしの確認 2名 

     第 1 号議案 会長の選出について 

     第 2 号議案 副会長の選出について 

（３）第 3回 令和 2年 3月 18 日（水）午後 6時 00 分から午後 6時 40 分 

小笠原村地域福祉センター 2 階大会議室 

母島村民会館 2 階会議室【テレビ会議】 

     理事総数 9名 出席 6名 欠席 3名 

     監事 出席 2名 

     第 1 号議案 評議員の解任の提案について 

     第 2 号議案 平成 31 年度社会福祉事業補正予算（第 1号）（案） 

     第 3 号議案 平成 31 年度公益事業補正予算（第 1号）（案） 
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     第 4 号議案 令和 2年度事業計画（案）について 

     第 5 号議案 令和 2年度資金収支予算（案）について 

     第 6 号議案 評議員会の招集事項の決定について 

 

４．評議員会 

（１）第 1回 令和元年 6月 18 日（火）午後 6時 00 分から午後 6時 30 分 

小笠原村地域福祉センター 2 階大会議室 

母島村民会館 2 階会議室【テレビ会議】 

     評議員総数 14 名 出席 11 名 欠席 3名 

     理事 出席 1名、監事 出席 1名 欠席 1名 

第 1号議案 新役員の選任について 

第 2号議案 平成 30 年度決算報告書（案）の承認について 

（２）第 2回 令和元年 3月 26 日（木）午後 6時 00 分から午後 6時 30 分 

小笠原村地域福祉センター 2 階大会議室 

母島村民会館 2 階会議室【テレビ会議】 

     評議員総数 13 名 出席 11 名 欠席 2名 

     理事 出席 1名、監事 出席 2名 

第 1号議案 平成 31 年度社会福祉事業補正予算（第 1号）（案） 

第 2号議案 平成 31 年度公益事業補正予算（第 1号）（案） 

第 3号議案 令和 2年度事業計画（案）について 

第 4号議案 令和 2年度資金収支予算（案）について 

 

５．評議員選任・解任委員会 

（１）第 1回 令和元年 6月 10 日（月）午後 4時 30 分から午後 4時 40 分 

小笠原村地域福祉センター 1 階小会議室 1 

     委員総数 5名 出席 4名 欠席 1名 

     理事 出席 1名 

第 1号議案 次期評議員候補者の選任について 

第 2号議案 評議員の解任について 

 

６．監査及び検査 

（１） 定期監査 

令和元年 5月 13 日（水）午後 4時 30 分から午後 5時 15 分 

小笠原村地域福祉センター 小会議室 1 

対象：平成 30 年度事業報告書(案)、平成 30 年度資金収支計算書(案)、 

平成 30 年度事業活動収支計算書(案)、平成 30 年度貸借対照表(案)、 
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平成 30 年度財産目録(案) 

（２）指導検査（小笠原村村民課福祉係） 

令和元年 7月 17 日（水）午前 10 時 00 分から 11 時 40 分 

小笠原村地域福祉センター 小会議室 1 

対象：平成 30 年度小笠原村社会福祉協議会運営費補助金 

 

７．社会福祉充実計画 

     「職員育成事業（2年目）」（平成 29～33 年度の 5ヶ年計画） 

     平成 29 年 6 月 19 日付東京都知事あて申請、7月 7日付承認受理 

 

８．調査研究・企画 

（１）講習会・研修参加                ※《 》内は主催者 

新任事務局長研修《東社協》4/11-12（川本） 

介護予防事業「口腔機能の向上をめざして」《小笠原村地域包括支援センター》5/20（松林） 

社会福祉主事資格通信課程 集合研修《全社協》5/20-24（福本） 

食品衛生講習会《保健所》6/13（松林・杉村） 

自立支援協議会《村福祉係》「摂食・嚥下機能の障害とその対応」6/27（松林・橋本・杉村） 

「地域福祉計画・地域福祉活動計画に関する情報交換会」《東社協》7/2（松林） 

精神保健福祉巡回相談・援助事業《保健所》「ゲートキーパー養成研修」7/3（川本・橋本） 

精神保健福祉巡回相談・援助事業《保健所》「ゲートキーパー養成研修」7/5（川本・橋本） 

第１回区市町村社協運営管理研修《東社協》7/10（川本） 

第１回地域づくりをすすめるコーディネーター連絡会《東社協》7/11（川本） 

食品衛生責任者養成講習会《社 東京都食品衛生協会》7/18（杉村） 

はじめて社会福祉を学ぶ福祉職員のためのスタートアップ研修《東社協》7/19（杉村） 

社会福祉主事資格認定通信課程受講《中央福祉学院》10/1～1 年間（杉村） 

都内区市町村社協職員基礎研修《東社協》 

 「社協が行う地域づくりとコミュニティワーク」10/25（橋本） 

生活福祉資金担当職員実務研修会「相談支援研修」《東社協》10/28 (橋本) 

地域学校保健委員会講演会《小笠原中学校》 

 「小中高の発達段階に応じて必要な栄養と摂るためのヒント」11/27（橋本） 

子育て相談事業《村福祉係》 

 学習会「発達凸凹の世界を体験してみよう～自閉症子ペクトラム症を中心に～」 

11/27（松林・上瀧・杉原） 

島しょ地域の認知症対応能力向上に向けた支援事業《包括支援センター》 

研修「集団療法のススメ方」2/14（川本・松林） 

研修「高齢者の精神疾患について」2/14（松林） 
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研修「認知症予防と備え」2/15（松林） 

 

（２）視察  

社福）からしだね うめだ・あけぼの学園（足立区）5/16（福本） 

都立八王子特別支援学校（八王子）5/17（福本） 

都立光明学園（世田谷区）（福本）5/27 

社福）青い鳥 横浜市東部地域療育ｾﾝﾀｰ・児童発達支援事業所「パレット」5/29（福本） 

たすく(株)早稲田アセスメントセンター、国立教室 5/30（福本） 

東雲モンテッソーリ子どもの家（江東区）7/2（上瀧） 

児童発達支援こるおれ（千葉県船橋市）7/2（上瀧） 

放課後デイサービスくーおん（千葉県船橋市）7/2（上瀧） 

ＮＰＯ発達支援飛翔の森（栃木県小山市）7/3（上瀧） 

アゼリア幼児教育研究所（豊島区）7/5（上瀧） 

荒川区障害者就労支援センター じょぶ・あらかわ（荒川区）7/3（松林） 

冨山型サービス岩井屋（長野県泰阜村）7/18-19（川本） 

世田谷区立保健センター（世田谷区）10/8（川本） 

青梅市総合体育館（青梅市）10/9（川本） 

セカンドハーベストジャパン（台東区）10/25（杉村） 

荒川区社会福祉協議会（荒川区）10/28（杉村） 

長生村シルバー人材センター（千葉県長生村）11/18（川本） 

長生村社会福祉協議会（千葉県長生村）11/19（川本） 

トヨタハートフルプラザ横浜（神奈川県横浜市）3/6（杉村） 

 

９．連絡調整 

（１） 関係行政機関・民生委員・各種団体 

    民生委員児童委員協議会                月 1 回（松林） 

    民生委員児童委員協議会 母島連絡会    月１回（杉村） 

  子どもの日の集い実行委員会（母島）    4/12（北川） 

    クリスマス子ども大会実行委員会（母島）  11/18（杉村） 

    海びらき実行委員会（羽根突き大会）（母島）12/2（杉村） 

    小笠原警察署ふれあい連絡協議会      6/18,12/12（川本） 

 （２）小笠原村 

地域ケア会議（父島）         2 回 7/1（川本）、3/9（松林） 

小地域ケア会議（母島）        3 回 7/2、11/26、3/17（杉村） 

介護認定審査会             月 1 回程度（局長） 

こどもまつり全体会議（父島）     2 回  4/5、3/17（川本、橋本） 
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父島返還祭実行委員会         1 回 4/12（北條） 

返還祭実行委員会（母島）       2 回 4/11（杉村）、5/8（北川） 

小笠原村要保護児童対策地域協議会及び地区連絡協議会 

     父島地区              1 回 11/8（局長、松林、上瀧） 

母島地区              1 回 11/7（杉村） 

    障害者自立支援協議会         1 回 6/28（松林） 

就労部会              2 回 6/29、12/17（川本） 

障害福祉サービス準備部会      7 回 6/29、7/12、8/23、9/24、10/30、

12/18、2/5（松林） 

    居場所づくり事業運営会議       2 回 5/20、1/27（川本、松林） 

    小笠原村子ども子育て支援事業計画策定委員会 1 回 1/29（上瀧、松林） 

    小笠原村地域公共交通会議       1 回 9/24（局長） 

    小中学校改築連絡会          3 回 10/25、11/29、2/10（松林） 

（３）保健所 

島しょ保健所町村連携会議・小笠原村幹事会 1 回 9/3（局長） 

小笠原健康栄養連絡会           2 回 6/17、1/17（橋本） 

（４）管外関係機関 

 東京都福祉保健局 4/24、7/2（局長) 

東京都共同募金会 4/10、7/16、10/10、11/13（川本）、 

4/23、7/1、10/25（局長）、3/12（川本・杉村） 

東京都社会福祉協議会 4/9、7/16、10/11、3/9（川本）、 

7/16（川本・杉村）、10/29（橋本）、3/5（杉村） 

     区市町村社会福祉協議会 事務局長会 4/26、10/29（局長）、7/9（川本） 

     東京災害ボランティアネットワーク 11/12、3/10-11（川本） 

東京都シルバー人材センター 4/9、10/11、11/15(川本)、11/1（局長） 

東京しごと財団 3/11（川本） 

東京防災救急協会 7/17、3/12（川本・杉村）、10/11(川本) 

東京ゲートボール連合 7/17（川本・杉村） 

東京都公園協会 4/10（川本） 

マザーシップ法律事務所 4/24、7/2、10/28(局長)  

 小笠原海運(株) 4/22、7/3、11/5（局長）  

 (株)共勝丸 4/25、7/3、11/5（局長） 

 荒川区社協 4/23、6/28、10/24（局長） 

 都立瑞穂農芸高校 7/8（川本） 

 日本スポーツウェルネス吹矢協会 7/12、8/23、10/10、11/13（川本） 

ポールウォーキング協会 10/7（川本） 
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福祉会計サービスセンター 10/17（北條）、10/30（局長・橋本・杉村） 

（５）父母事務局（管内出張） 

事務連絡 4/4-5、6/6-7、1/22-24（局長）、 

4/22-24、5/27-28、6/10-11、7/3-4、7/31-8/1、8/15、9/19、9/23-25、11/3-4、

2/15-18、3/2-3（川本） 

健康運動指導士事業 1/6-7（川本） 

地域福祉権利擁護事業業務 5/9-11、6/13-14、7/11-12、8/16、9/13、10/16、11/18、

12/20、1/22、2/21、3/10（松林） 

助葬 4/16-18、11/15-16（橋本）、9/14-16、4/18-21（川本） 

（６）島しょ社協連絡協議会（幹事：新島社協） 

    海況悪く、当日朝に新島行き定期船が欠航したことにより、中止 

    （参加予定者 理事 2名、委員 1名、事務局長、職員 2名） 

     

１０．普及宣伝 

（１）広報紙「がじゅまる」 発行部数 1,440 部 発行回数 4回 

（各戸配布：父島地区 1,180 部・母島地区 260 部） 

149 号 令和元年 6 月 1 日発行 

      150 号 令和元年 7 月 1 日発行 

      151 号 令和元年 10 月 1 日発行 

      152 号 令和元年 12 月 1 日発行 

      153 号 令和２年 1 月 1 日発行 

（２）ホームページによる事業の案内  随時更新 

URL: http://www.ogasawara-shakyo.jp 

 

１１．地域福祉（福祉活動事業） 

（１）福祉団体助成事業 4 団体（子育てサークル） 

父島 3団体：小笠原おはなし会、はぴはぴキッズ、リズム体操どんぐりくらぶ 

母島 1団体：やしっ子 

（２）学校教育等への協力 

瑞穂農芸高校 8/8 慰霊碑清掃ボランティア活動（大根山・大滝） 

椙
すぎ

山
やま

女学院 10/2 戦前・戦後の小笠原の様子（語り部の紹介 2名） 

小笠原高校 ニュースポーツ体験学習講座（スポーツ吹き矢 講師派遣） 

（３）福祉バザーの開催 

     父島 1/19 午前 11 時～午後 2時（地域福祉センター） 

母島 2/16 午前 10 時～午後 1時 (村民会館体育室） 
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（４）地域行事の開催 

①郷土文化の伝承 

竹の羽根作り教室（母島村民会館）12/25  講師 2名、参加者 40 名 

小笠原羽子板羽根突き大会（母）1/2 海開き実行委員会主催（小中グランド） 

  参加者 40 名 

②夏休みラジオ体操 

父島 8/1～8/31（31 日間）興洋岸壁・扇浦交流センター  

参加者延 2,074 人（皆勤子ども 16 名、大人 6名） 

母島 8/1～8/31（31 日間）母島小中学校校庭  

参加者延 887 人（皆勤子ども 0名、大人 5名） 

（５）ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業（東社協受託） 

    相談 0件、貸付 0件 

（６）東京都共同募金会 小笠原村地区協力会活動 

①募金 

     募金期間 令和元年 10 月 1 日～2年 3月 31 日 

     募金総額 555,344 円（父島 400,690 円、母島 154,653 円、利子 1円） 

②配分（自己負担あり） 

地域配分 A 1,750,000 円 車両トヨタハイエース（父島） 

地域配分 B 120,000 円 かんたんテント（母島） 

（７）後援・協力 

    子どもの天体観測会「ギャラクティック・キッズ」（小笠原レオニド(株)）通年 

    ポレポレキャラバン 2019in OGASAWARA（小笠原子供太鼓会）6/15-16 開催 

小笠原訪問並びに交流ツアー（財団法人小笠原協会）10/31-11/5 来島 

    国立天文台 VERA 小笠原観測局特別公開（国立天文台水沢 VLBI 観測所）2/15 開催 

 

１２．子ども家庭福祉事業 

（１）行事の開催 

    こどもまつり（父）4/27（村と共催）大神山公園おまつり広場 

対象：未就学児 133 名、小学生 169 名 

    子どもの日の集い（母）4/27（実行委員会）小中学校グランド 

         対象：未就学児 31 名、小中学生 35 名 

クリスマス子ども大会（母）12/15（実行委員会）村民会館体育室 

      対象：未就学児 30 名、小中学生 39 名 

（参加者 子ども 69 名、大人 87 名） 

 

 



8 

（２）認可外保育所「ちびっこクラブ」（Ｒ1.10 月～利用料無償化） 

参加者 22 名（3歳児 13 名・４歳児 9名）（延 3,732 名） 

指導員 2名、補助員 7名（延 708 名）、ボランティア 14 名（延 64 名） 

活動日数 196 日（休日の活動 8日）、保護者会 4回 

 

（３）学童保育「とびうおクラブ」 

対象：小学 1～3年生 

春季（4/1-30） 活動日数 20 日、指導員・補助員 8名（延 95 日） 

参加 9名（延 116 名） 

夏季（7/22-8/30）活動日数 29 日、指導員・補助員 16 名（延 162 名） 

参加 16 名（延 274 名） 

（４）障害児放課後支援事業「タートルズ」（村補助事業）（平成 30 年度より開始） 

     対象：小学 1～中学 3年生の障害児 

 活動日数 107 日、参加者 1名（延 107 名）、指導員 7名（延 107 名） 

 12/4 たすく㈱松永先生の見学、アセスメント 

（５）一時預かり事業「めかじきっず」（Ｈ30 年度より開始） 

     対象：未就学児 

     登録児数 38 名 利用児数 8名 活動回数 78 回、延べ時間 234.5ｈ 

（６）チャイルドシートの貸出 

新規貸出 7件、貸出中 12 件、返却 3件 

 

１３．高齢者福祉事業 

（１）スポーツ促進・交流・健康増進事業 

①遠征ゲートボール大会参加助成事業 

第 9回東京オータムゲートボール親善大会（駒沢オリンピック公園）10/24 

 参加者 父島 4名 母島 3名、村補助対象 7名 

 職員随行 2名（父母各 1名）  

②小笠原グランドゴルフクラブ 運営協力 

（２）行事の開催 

敬老大会（父）9/17（村共催）小笠原村地域福祉センター 

参加者：高齢者 36 名、来賓 21 名 

敬老の日の集い（母）9/16 村民会館体育室 

参加者：高齢者 15 名、来賓 21 名 

（３）ふらっとカフェ運営協力（包括支援センター主催）（平成 30 年 6 月より） 

（４）老人クラブ運営協力 
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１４. 自立支援事業 

（１）就労支援  

    障害者（支援体制：指導員 1名を配置） 

福祉センター清掃業務、他  従事者 2名 

    高齢者  奥村運動場管理業務      従事者 12 名  

大神山公園巡回・清掃業務  従事者 5名 

（２） 居場所づくり事業（平成 29 年度より新規村受託） 

  対象：障害者 

開催日数 97 日（毎週火・金）、利用者 6名(延 369 名)、支援員 9名(延 190 名) 

（３）作業指導（支援体制：指導員 1名を配置）福祉センターにて活動    

週１回実施、対象者 1名、参加 39 日 

（４）リサイクル・リユースバザー 

あゆみの店（ボランティアセンター内常設） 

本のリサイクルコーナー（二見港船客待合所内常設） 

リサイクルコーナー(母島ボランティアルーム内常設)  

東北支援（NPO 団体にリサイクル用衣料品を送付） 

（５）フードバンク（試行事業） 

     食品の寄付を募集し、配分する 

 

１５．小笠原諸島戦没者追悼式典 

（１）追悼式典 

父島：第 44 回小笠原諸島戦没者追悼式典（8/15） 

小笠原村地域福祉センター多目的ホール 参加者 97 名 

母島：第 30 回小笠原諸島母島地区戦没者追悼式典（8/15) 

母島村民会館体育室 参加者 36 名 

（２）墓碑等の清掃・供養 

父島：鎮魂の碑、大滝旧陸軍病院墓碑、大根山公園二見観音 

母島：忠魂の碑、慰霊観音像、海軍墓地、母島義勇隊戦没者の墓、 

長浜慰霊碑（小笠原支庁母島出張所・母島観光協会に協力依頼） 
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１６．ボランティア活動推進事業 

（１）地域支え合いボランティア活動 

食事サービス（父島） 登録ボランティア 51 名  活動日数 49 日 

    内訳：調理ボランティア 35 名   活動延 129 名 

配食ボランティア 13 名    活動延   49 名 

回収ボランティア  12 名   活動延    0 名 

（Ｈ31.1.19 渇水後、使い捨て弁当箱を使用する） 

食事サービス（母島）登録ボランティア 39 名  活動日数 50 日 

内訳：調理ボランティア 23 名   活動延 155 名 

配食ボランティア 16 名   活動延 88 名 

回収ボランティア  1 名   活動延 41 名 

班長会議  8 回 

（２）高齢者ふれあいサロン活動 

楽々サロン（母島） 活動日数 54 日（毎週火曜） 

参加者 5 名（延 174 名）、ボランティア 3 名（延 77 名） 

（３）防災 

東社協 災害時相互支援に関する協定（更新）「災害時連絡窓口」 

総合防災訓練参加 9/2 

（４）ボランティア保険（4/1～3/31）の事務取扱 

    父島 287 名（プランＡ110 名、Ｂ47 名、Ｃ116 名、天災 14 名 ） 

行事保険 65 件 

    母島 120 名（プランＡ115 名、プランＢ1名、プランＣ3名、天災 1名）、 

行事保険 10 件 

（５）登録ボランティア団体 

    活動支援：スペース・ロッカーの貸出等、コピーサービスの割引 

登録：13 団体 

父島）小笠原手話サークル、不用品交換会、切手リサイクルの会、 

子育てサークルはぴはぴキッズ、小笠原おはなし会、 

リズムあそび「どんぐりクラブ」、フリーマーケット友の会、 

ごーちゃんず、小笠原子供太鼓会、扇浦青年団要会、ザトウ親子の会） 

      母島）サロンははじま、カエルクラブ 

（６）広報 

ボランティアセンターだより  発行部数 1,180 部（各戸配布） 発行回数 1回 

  №80 令和元年 5月 1日発行 
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１７．在宅福祉事業 

（１）高齢者地域支え合い事業（村受託） 

①ほがらかサービス 

父島  利用者 14 名  サービス提供 24 件  延 105 時間 

母島  利用者 6 名  サービス提供  6 件   延 29.5 時間 

②食事サービス（毎土曜日の夕食） 

     父島  利用登録 17 名  配食 49 回  延 581 食 

母島  利用登録 11 名   配食 50 回  延 454 食 

（Ｒ2.3/7、14 は新型コロナ予防のため休止する） 

（２）介護予防体操教室事業（対象：高齢者）（明老会受託） 

 実施回数 62 回（毎週火・木） 

参加登録 17 名・見学参加 2名（延 547 名参加）１日平均 8.6 名 

吹き矢体験会（講師：日本スポーツウェルネス吹矢協会田頭氏）参加者 17 名 

（11/29） 

（３）ヘルスアップ教室（対象：20 歳以上小笠原村民）（村保健指導協力） 

ナイトウォーキング（夜明けコース）参加者 64 名（2/1） 

（４）住民健診結果説明会（村保健指導協力）（平成 29 年度より） 

  対象：住民健診受信者（来場者 父島 55 名、母島 34 名） 

  父島 1/10-11 母島 1/6 

 

１８．福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業） 

新規契約 1 件、契約継続 4 件、契約終了 2件 

援助実施延件数 121 件 

     

１９．生活福祉資金貸付事業（東社協受託） 

生活福祉資金の貸付   新規貸付 0 件 償還完了 0 件 貸付中 0 件  

〃   相談   借入 0件 償還 0件 

    新型コロナ特例貸付（Ｒ2.3.25 受付開始） 相談 3件  貸付申込 2件 

    

２０．たすけあい資金貸付事業 

新規貸付 0 件 償還完了 0 件 貸付中  0 件 
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２１．施設管理事業 

（１）母島村民会館管理（村指定管理）（日曜休館） 

施設利用状況：開館 273 日 利用 491 件 延人数 10,356 名 

図書室の管理：図書貸出利用者 延 1,411 名、貸出図書数 3,602 冊 

蔵書数 12,052 冊（一般向け 5,346 冊、幼・児童向け 2,423 冊、マンガ 4,283 冊）、 

その他 ＤＶＤ353 枚 

※3/2～新型コロナウィルス感染予防のため、臨時休館 

（２）奥村運動場（村指定管理）（年中無休） 

    貸出施設：ホール、グランド、テニスコート３面、ゲートボールコート２面、 

更衣室 

施設利用状況 開館 363 日 利用 2,623 件 延人数 24,076 名 

※台風による閉館 3日 

※10/1 消費税 10％増税に伴い、利用料も対応する（540→550 円、1080→1100 円） 

※3/2～新型コロナウィルス感染予防のため、クラブハウス利用中止 

（３）小笠原村地域福祉センター（村指定管理）（月曜休館） 

    施設利用状況：開館 283 日、休館日使用 30 日、利用 1,815 件 延人数 24,306 名 

    図書室の管理：図書貸出利用者 延 4,193 名、 

貸出図書・視聴覚資料数 11,705 冊 

蔵書数 37,433 冊 

※3/3～新型コロナウィルス感染予防のため、臨時休館 

（４）奥村村営施設（保育園・ふらっとハウス）草刈作業（Ｒ1.10～新規村受託） 

    草刈 26 回（週１回） 

（５）大神山公園清掃・巡回業務（財団法人東京都公園協会受託） 

    清掃 260 回 巡回 314 回 

（６）父島火葬場管理（村受託） 

    清掃 12 回、除草 18 回、火葬 4回 

    

２２．助葬事業 

父島 7件（内会員 2名）  

葬儀コーディネート（通夜・告別式）1件、火葬式 3件、お別れ会 1件、 

物品払出 2件 

母島 3件（内会員 1名）  

火葬式 1件、お別れ会 2件 


