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　(７)ラファエル老人デイケアセンターとの国際協力協定MOU締結

　(８)東日本大震災への復興支援継続

東北復興支援職員派遣実績

Ⅲ．法人運営に関する報告事項

１．理事会の開催

年　月　日 内　　　　　　　　　　容 結　果

②その他 承認

平成25年 5月26日 平成25年度第2回理事会

平成25年 5月11日 平成25年度第1回理事会

2 9～15 宮城県南三陸町 カリタスジャパン・米川ベース 生活支援員

　東日本大震災で被災された方々の厳しい暮らしは今も続いていることを忘れないために、カ

リタスジャパンを通じ、被災地へのボランティア活動として米川ベースに職員を派遣した。規模

が小さい本法人は微力ではあるが、今後も復興支援に対しての援助を継続していきたい。

期間 訪問先 仲介機関 参加者

　今後の国際的な研修交流等を鑑み、釜山カトリック大学校「ラファエル老人デイケアセン

ター」と社会福祉法人福成会が国際交流協定ＭＯＵ（了解覚書）締結した。

①評議員の選任（案）について 承認

③平成24年度監事監査報告 承認

④居宅介護支援事業所の開設（案）について 承認

①平成24年度事業報告（案）について 承認

②平成24年度一般会計及び就労支援事業会計決算（案）について 承認

⑦管理職の任免（案）について 承認

⑧土地の購入（案）について 承認

⑤平成25年度資金収支第一次補正予算（案）について 承認

⑥規程の制定および諸規程の変更（案）について 承認

①理事長の選任（案）について 承認

②その他 承認

⑨その他 承認

平成25年 6月1日 平成25年度第3回理事会

②理事長専決事項の報告（案） 承認

③社会福祉法人等指導監査等の結果について（案） 承認

平成25年 12月13日 平成25年度4回理事会

①事業運営実績および新規事業開設の報告（案） 承認

⑥平成25年度資金収支第二次補正予算（案）について 承認

⑦理念・中期計画（案）について 継続審議

④土地購入の進捗状況について 承認

⑤規程の制定と変更について（案） 承認

①事業運営実績の報告（案） 承認

②社会福祉法人等指導監査等の結果について（案） 承認

⑧その他 承認

平成26年 3月29日 平成25年度第5回理事会

⑤平成25年度資金収支第三次補正予算（案）について 承認

⑥平成26年度事業計画（案）について 承認

③規程の制定について（案） 承認

④理念・中期計画（案）について 承認

⑦平成26年度資金収支予算（案）について 承認

⑧その他　理事長専決事項の報告など 承認



２．評議員会の開催

３．その他法人運営に関する報告事項

４．監事監査の実施

５．国際事業関係

2月13日 久留米市へ指導監査における改善報告書の提出

年　月　日 内　　　　　　　　　　容 結　果

平成25年 5月26日 平成25年度第1回評議員会

③平成24年度監事監査報告 承認

④居宅介護支援事業所の開設（案）について 承認

①平成24年度事業報告（案）について 承認

②平成24年度一般会計及び就労支援事業会計決算（案）について 承認

⑦管理職の任免（案）について 承認

⑧土地の購入（案）について 承認

⑤平成25年度資金収支第一次補正予算（案）について 承認

⑥規程の制定および諸規程の変更（案）について 承認

平成25年 12月13日 平成25年度第2回評議員会

①事業運営実績および新規事業開設の報告（案） 承認

⑨理事・監事の選任（案）について 承認

⑩その他 承認

④土地購入の進捗状況について 承認

⑤規程の制定と変更について（案） 承認

②理事長専決事項の報告（案） 承認

③社会福祉法人等指導監査等の結果について（案） 承認

⑧その他 承認

平成26年 3月29日 平成25年度第3回評議員会

⑥平成25年度資金収支第二次補正予算（案）について 承認

⑦理念・中期計画（案）について 継続審議

③規程の制定について（案） 承認

④理念・中期計画（案）について 承認

①事業運営実績の報告（案） 承認

②社会福祉法人等指導監査等の結果について（案） 承認

⑦平成26年度資金収支予算（案）について 承認

⑧その他　理事長専決事項の報告など 承認

⑤平成25年度資金収支第三次補正予算（案）について 承認

⑥平成26年度事業計画（案）について 承認

6月3日 久留米市長へ社会福祉法人現況報告書提出

6月5日 久留米市長へ定款変更認可申請書提出

年　月　日 内　　　　　　　　　　容

平成25年 5月26日 福岡法務局へ資産総額変更登記提出

6月1日 一般相談支援事業所・特定相談支援事業所の指定（ワークショップ）

7月19日 久留米市長より社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書受理

7月22日 定款変更（目的）福岡法務局へ提出

6月7日 福岡法務局へ理事重任登記・住所変更登記提出

6月10日 理事重任登記・住所変更登記

8月16日 メゾンマリアケアサポート現地調査

9月1日 居宅介護支援事業所の指定（メゾンマリア）

7月23日 目的等変更登記完了

8月9日 福祉医療機構事業報告書提出

平成26年 1月6日 各市町村へ給与支払報告書の提出

1月8日 給与所得の源泉徴収票等の法定調書提出

12月4日 聖マリア病院ポストカード販売の承認

12月18日 聖マリア病院内での年賀状印刷受付の承認

開催日 会等の名称 出席者

平成25年 5月29日 ラファエル老人デイケアセンターとの国際協力協定MOU締結 岡理事

平成25年 5月22日 監事監査 監事

開催日 内容 出席者



６．労働基準監督署による現地調査

７．久留米市社会福祉法人指導監査

８．役員研修会

９．運営管理委員会の開催

１）出席者・・・井手信・岡由紀子・下川雅文・原口頼人・東町英治・平島範親

２）開催日・・・原則、毎月１回（平成２５年度は１２回実施）

３）審議事項・・運営実績報告・各事業からの報告・評議員会・理事会の議案等

１０．カトリック的理念の教育・勉強会

１１．平和の聖母像祝福式

１２．人権・同和問題啓発研修

１３．広報

9月5日 是正勧告書・指導書提出 労基署

開催日 会等の名称 実施者

実施日 会等の名称 実施者

平成25年 7月30日 労働基準監督署立ち入り調査（ウェルフェアマリア） 労基署

10月22日 久留米市社会福祉法人等指導監査（メゾンマリア） 久留米市

12月26日 ウェルフェアマリア改善報告書提出（障害者福祉課） 久留米市

平成25年 10月21日 久留米市社会福祉施設指導監査（法人・ウェルフェアマリア） 久留米市

10月21日 久留米市障害福祉サービス事業所実地指導（ウェルフェアマリア） 久留米市

平成26年

2月24/25日
全国経営協「第31期社会福祉法人役員研修講座」

経営協

開催日 会等の名称 出席者

開催日 会等の名称 実施者

平成25年

5月10日

社会福祉法人役員研修会

久留米市

5月1日 続・なるほど・ザ・キリスト教（牧山強美　師） 理事長・事務局長

平成25年 8月20日 理念の勉強会（於：日本カトリック神学院福岡Ca） 理事長・事務局長

11月13日 理念の勉強会（於：聖マリア病院司祭館） 事務局長

8月7日 続・なるほど・ザ・キリスト教（青木　悟　師） 理事長・事務局長

9月4日 続・なるほど・ザ・キリスト教（川上　惣一　師） 理事長・事務局長

6月5日 続・なるほど・ザ・キリスト教（下町豊重　師） 事務局長

7月3日 続・なるほど・ザ・キリスト教（竹森　勇　師） 理事長・事務局長

12月1日 ローマ法王庁駐日全権大使 ヨゼフ・チェノッティ大司教 ５名

12月2日 ヨゼフ・チェノッティ大司教 講演・ミサ 施設長・事務局長

10月2日 続・なるほど・ザ・キリスト教（白浜　満　師） 理事長・事務局長

11月6日 続・なるほど・ザ・キリスト教（寺浜亮司　師） 理事長・事務局長

3月5日 続・なるほど・ザ・キリスト教（牧山強美　師） 理事長・事務局長

開催日 会等の名称 出席者

12月4日 続・なるほど・ザ・キリスト教（オッカロール師） 理事長・事務局長

2月5日 続・なるほど・ザ・キリスト教（谷口尚志　師） 理事長・事務局長

平成26年 1月11日 理念の勉強会（於：日本カトリック神学院福岡Ca） 事務局長

平成25年 6月19日 平成25年度久留米地区「企同推」委員会総会・研修会 推進員

7月21日 権利擁護支援フォーラムin久留米 ２名

平成25年 10月10日 平和の聖母像 祝福式 寺浜神父様、ウェルフェアマリア利用者・職員一同

開催日 研修会等の名称 出席者

10月23日 平成25年度久留米地区「企同推」第2回研修会 推進員

11月16日 全筑後水平社創立90周年大会 推進員

8月20日 第35回久留米市人権・同和教育夏期講座 推進員

9月14日 障害者虐待フォーラム 施設長

平成26年 2月13日 平成25年度久留米地区「企同推」第3回研修会 推進員

発行日 広報誌の発行 内容 備考

12月7日 人権啓発市民のつどい 推進員

12月15日 認知症シンポジウム ３名

平成26年 1月22日 福成会だより29号発行 新年の挨拶

平成25年 6月10日 福成会だより27号発行 野添町内会長の寄稿・復興支援報告

10月15日 福成会だより28号発行 決算報告・事業報告・祭り報告


