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社協の事業は、皆様の「賛助会費･特別会費･寄付金」などによって支えられております

13：30 開場　受付

14：00 開会　勇太鼓（北ひろしま福祉会）

 　　　表彰状・感謝状の贈呈

 　　　　功労表彰　長年にわたりボランティア活動を行っている方

 　　　　善行表彰　社会福祉のため金品を寄付された方

14：50 福祉活動発表会

 　○ふれあいステーション　ほっと………「寺子屋」

 　○道都大学　アダプテッドスポーツ部…「雪かき交流まつり」

 　○第１住区地区社会福祉委員会…………「おしゃべりサロン」

 　○西部地区社会福祉委員会………………「久楽の里」

15：50 手話による合唱

16：00 お楽しみ抽選会

16：30 閉会

輪厚農民研修センター 大曲会館 夢プラザ 芸術文化ホール

13：10 13：18 13：22 13：30

　乗車を希望する方は、事前にお申し込みください。道路状況により遅れる場合があります。
　帰りは、16時40分に出発し、行きの逆経路で運行します。

★大曲・西部地区方面へ循環バスを運行します。

第39回 北ひろしま福祉のつどい
誰もがいきいきと安心して暮らすことのできるまちづくり

※循環バス申込み、お問合せ／北広島市社会福祉協議会（☎372－1698）

日 時　10月25日（土）14：00～16：30
場 所　芸術文化ホール（中央６丁目2－1）

入場
無料

ホワイエ 福祉機器の展示・ハンドマッサージ

ギャラリー 布のおもちゃライブラリー・健康相談コーナー
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★

★

★

防災研修会　～DIG（災害図上訓練）～

アロマ講座　～アロマの香りで認知症予防～

レクリエーションのすすめかた講座

　災害は突然にやってきます。地図を使っての災害図上訓練で、防災対策を検討す
ることで自分の住んでいる地域のことを改めて見つめなおすきっかけとなり、作業
を通して「災害にも強いまちづくり」を学びます。

　アロマの香りで心も身体も健康に元気に暮らしましょう。最近は認知症の予防に
もアロマの香りは効果があると認められ、どのように関係しどのように使用するか
を学びませんか。

※どの講座も事前に申し込みが必要です。

　楽しさは、健康な心と身体をつくります。笑顔で楽しめるゲームやレクリエーショ
ンの方法を実際に体験しながら学びませんか。
　グループやサークル、サロン、ミニデイサービス、施設でも使えます。

日　時：10月28日（火）　10時～12時30分
場　所：夢プラザ　１階多目的ホール
定　員：先着40名
参加費：無料
講　師：西澤弘充さん、工藤秀之さん（北広島市危機管理課）
　　　　講演の終了後にレスキューキッチンで調理したぶた汁の試食を予定してます。

日　時：①10月17日（金）　13時30分～15時
　　　　②11月12日（水）　13時30分～15時
場　所：①団地地域サポートセンターともに　活動室４
　　　　②福祉センター　２階会議室
定　員：両日先着各30名
参加費：無料
講　師：増田順子さん（日本アロマ環境協会認定アロマセラピスト）

日　時：10月９日（木）　13時30分～15時
場　所：福祉センター　２階会議室
定　員：先着30名
参加費：無料
講　師：石塚理美子さん（レクリエーション協会）

参加して
みませんか!!

★
ボランティアセンター研修会　各種ご案内
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　北広島市内で活動しているボランティア団体

や地区社会福祉委員会、小・中学校、高校・大

学、福祉施設、福祉団体等の活動の取り組みを

パネルで紹介しています。

※エルフィンパーク、北広島団地住民センターは終了しました。
※大曲会館はエレベーター設置工事のため、今年度は展示しません。
※西の里公民館・輪厚農民研修センターでは、地域内の施設、団体等のパネルを展示します。

福 パ ル祉 ネ 展
北広島市

●西の里公民館　　　　　　　　　　　　　　～10月  5日
●輪厚農民研修センター　　　　　10月  7日～10月13日
●ふれあい学習センター夢プラザ　10月17日～10月21日

北広島市ボランティアセンター
北広島市北進町1－5－2　福祉センター内　電話／372－1698

例えば・・・楽器の演奏ができる方、特技を披露できる方などなど・・・

お問合せ
申込み

　高齢者施設などのクリスマス会や
おひな祭り会などで楽器演奏や踊
り、手品などを披露してみませんか。
　一緒に歌ったり、手拍子があった
り大声援もあったり、時には涙も
あったり（感激されて）と、新しい
発見があるかもしれません。

　趣味でやっておら
れるお花や書道、囲
碁将棋、手芸などで
もボランティアがで
きます。一緒に楽し
みながら活動してみ
ませんか。

　高齢者施設に２か月に
１回、手芸ボランティア
で訪問します。事前準備
なども含め、一緒に活動
して下さる方を大募集！
手芸など手仕事が好きな
方はぜひ、ご連絡を！

趣味・特技を活かしてみませんか！

ぜひボランティアセンターへお問合せください。

ボラン
ティア募集

約70団体が参加
してます

急募!!
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「赤い羽根共同募金」
北広島市共同募金委員会

平成26年度募金期待額　4,000,000円

　赤い羽根共同募金は、学校教育、障がい者やお年寄りの福祉サービス、市民の皆

様が福祉活動に積極的に参加できるような環境づくりのための資金確保を目的とし

て行なわれています。赤い羽根共同募金の趣旨をご理解いただき、皆さまのご協力

をよろしくお願いします。

　北広島市共同募金会では、北広島商工会の公式キャラク

ター「まいピー」の寄付金付きピンバッジを製作しました。

　募金500円毎にピンバッジ１個プレゼントします。製作費

（162円）を除いた額（338円）が募金となります。

　北広島市共同募金会（社協内・各地区奉仕団分団）で取扱

いしていますので、多くの方のご協力をお待ちしています。

※数量限定となっております

平成25年度赤い羽根募金額　3,323,536円
（集まった募金は、平成26年度に次のとおり助成しました）

《広域・道地域助成》 ……………………………………180,000円
　北海道共同募金会では、全道に助成（２億5800万円）す

るため、各市町村へ世帯割などにより目標額が割り当てさ

れます。（北広島市分2,708千円…毎年金額が変わります。）

　平成26年度の事業として３団体が申請し、パソコン（２台）

購入費として「NPO法人Ｌ and Ｐ」が助成を受けました。

「じぶんの町を良くするしくみ」

「寄付金付きピンバッジ」募金のご協力をお願いいたします！
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「歳末たすけあい募金」
平成26年度募金期待額　2,000,000円

《市町村地域助成》 ……………………………………615,536円
　募金額から「広域・道地域助成」の金額を差し引いた額が市町村へ還元されます。

◆福祉コミュニティ活動事業（２団体　50,000円）
　島喜久会・Repos
　※平成27年度に助成する福祉コミュニティ活動事業は、市広報誌（12月１日号）で募集します。

◆社協事業（425,536円）
・障がい児・者クリスマス会（120千円） ・赤ちゃんへ絵本を贈ろう（200千円）
・シニアおたのしみクッキング（50千円） ・社協広報紙「明るいまち」（55,536円）

◆事務費（140,000円）

◆歳末たすけあい見舞金（1,398,000円）
　ひとり親世帯・障がい者世帯・高齢者世帯に配布しました。（233世帯×６千円）

◆社協事業（105,967円）
　社協広報紙「明るいまち」

平成25年度募金（1,503,967円）は、次のとおり助成しました。

　11月21日から12月20日まで行われます。集まった募金は、

「歳末たすけあい見舞金」として支援の必要なひとり親世帯・

身体障がい者世帯・高齢者世帯へ贈りますので、ご協力よろ

しくお願いします。
※歳末たすけあい見舞金の配布については、市広報誌（11月１日号）

　をご覧ください。

3,323,536円

（H25募金額）

－ 2,708,000円

（広域・道地域助成　北広島市割当て分）

615,536円

（市町村地域助成）

＝
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生活福祉資金貸付制度

教育支援資金のご案内

○教育支援資金の種類
学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校（高等課程、専門課程）が対象とな
ります。また、未払いの費用のみ貸付対象とします。

◆教育支援費：上記学校の授業料などに必要な経費

教育支援費
（月額上限額）

・高等学校
　専修学校　　　（高等課程含む） 高等専門学校

・短期大学
　専修学校　　　（専門課程含む） 大　学

35,000 円 60,000 円 60,000 円 65,000 円
※貸付月額は貸付期間対象期間中、同額での適用となります（未払いである修学期間のみ）。
※実際の学費に応じた金額を、限度額の範囲で貸付します。

◆就学支度費：上記の学校に入学する際に必要な入学金（入学時のみ対象）

修学支度費
（月額上限額）

・高等学校
　専修学校　　　（高等課程含む） 高等専門学校

・短期大学
　専修学校　　　（専門課程含む） 大　学

500,000 円
※入学する学校の入学金を、限度額の範囲で貸付します。
※未払いである場合のみ貸付の対象とします。

○貸付利子・返済（償還）期間
・貸付決定時に定めた返済期間内においては、無利子です。
　ただし、返済期間を過ぎても返済が完了しない場合、残元金に対して年10.75％の延滞利子が発生します。
・当該の学校を卒業後、最長６ヶ月の据置期間を経て、返済（償還）が始まります。
・返済期間は最長で20年です（貸付額により期間の制限があります）。毎月、計画に沿った金額で返済していた
だきます。

・原則として、金融機関からの口座引落しをご利用いただきます。
■教育支援資金より優先して利用いただく他の公的貸付制度
・他の貸付制度を利用することが可能な場合は、他制度を利用いただきます。利子等の貸付条件を理由として
本資金を利用することはできません。

・国の教育ローン（申込先／日本政策金融公庫）や日本学生支援機構（申込先／各学校）があります。また、
母子寡婦世帯の場合は、母子寡婦福祉資金（申込先／北広島市役所　児童家庭課）を優先していただきます。

■民生委員等の相談支援
・借受世帯の生活の安定や立て直しを図ることを目的としていることから、お住まいの地区の民生委員等が相
談・支援にあたります。

■貸付の決定について
・貸付は北海道社会福祉協議会により審査を行い決定します。申込みから審査、決定まで１カ月半から２カ月
程度日数を要しますので、早めにご相談ください。

　「生活福祉資金貸付制度」は、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世
帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立
を図ることを目的とする社会福祉制度です。

　「教育支援資金」は、生活福祉資金の中の一資金です。資金を貸付するこ
とにより、進学や修学の継続を支援し、世帯の将来的な自立につなげること
を目的としています。
　修学中から、卒業後に就職して返済を終えるまで、継続的に相談支援する
制度です。

　原則として、修学する本人が資金の借受人となり、　世帯の中心者が連帯
借受人となって資金の貸付を行います。

生活福祉資金は世帯の自立を支援するための貸付制度です
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除雪活動にご協力いただける
ボランティアを募集しています！
　社協では、北広島市からの委託を受け、高齢者世帯などの除雪サービス事業を実

施しています。グループなどで一つの世帯を受け持つことも可能ですので、市民の

皆さんのご協力をお願いします。

実施期間　依頼した日から平成27年３月31日
実施日等　およそ10㎝以上降雪があったとき。（除雪車の出動時）１日１回を原則に正午頃ま

でに除雪します。
除雪範囲　玄関から公道までの通路部分（公道への出入りが可能な範囲）
　　　　　※駐車場や物置前は対象外です。
担当世帯　対象世帯とご協力いただける方の住所等を考慮し、社協で決定させて

いただきます。
　　　　　※対象となる世帯の状況により、担当していただく世帯がない場合も
　　　　　　ありますので、ご了承ください。
謝　　礼　１世帯あたり　18,000円（１シーズン）
申し込み　平成26年10月31日（金）までに社協へご連絡ください。

寄　　贈　　品　（９月19日現在）（敬称略）
◆リングプル◆
北広島高等学校生徒会（27㎏）／エルフィンパーク市民サービ
スコーナー（25㎏）／北進団地自治会（3.1㎏）／北広島団地
地区民生委員児童委員協議会（1.0㎏他、使用済み切手多数、ベ
ルマーク多数）／北広島市高齢者総合ケアセンター聖芳園（4.6
㎏他、使用済み切手多数外）／北広島市クリーンセンター（3.3
㎏、使用済み切手多数・未使用切手10枚・使用済みはがき2枚）
／パチンコひまわり北広島店（40.3㎏）／ JOYセリオ大曲店
（28.5㎏）／老人クラブ老相会（11㎏）／西部出張所（2.3㎏他、
使用済み切手多数）／北広島歌謡連盟（3.3㎏）／エンパイアー
クリーニングエルフィン店（13.5㎏）／北広島カトリック教会（8
㎏）／第１住区地区社会福祉委員会（0.9㎏）／石黒幸子（1.7㎏）
／浅利竜二（2.3㎏）／佐藤紀子（0.1㎏、使用済み切手多数）
／信田和葵（2.0㎏）／谷浦寛茂（0.8㎏）／太田康子（0.8㎏）
／山村清美（2.0㎏）／田中政市（1.6㎏）／志田学（2.9㎏）／
匿名１名（1.5㎏）／匿名１名（2.5㎏、使用済みタオル36枚、
使用済み切手多数、使用済みバスカード50枚、洗濯用粉洗剤
25.5㎏）／匿名２名（1.3㎏、使用済み切手多数、使用済みバス
カード33枚、使用済みテレホンカード12枚）／小谷光子（20㎏、
未使用80円切手40枚、使用済み切手多数、未使用テレホンカー
ド50枚、未使用はがき16枚、未使用往復はがき５枚、雑巾・布
巾・使用済みタオル50枚、玄米60㎏）
◆車いす◆
共同作業所クレイン（1台）
◆使用済み切手◆
北広島西郵便局（多数）／森光子（多数他、使用済みテレホンカー
ド28枚、使用済みバスカード9枚）
◆紙オムツ◆
匿名１名（紙オムツ69枚）
◆使用済みバスカード◆
高橋幸枝（105枚）／匿名１名（12枚他、使用済みQUOカード
２枚、使用済みテレホンカード４枚）

寄　　付　　金　（８月29日現在）（敬称略）
社会福祉法人北ひろしま福祉会（北広島市民の郷祭りチャリティー） 30,000円
社協カウンター内募金 5,394円
髙根舜治 100,000円
アオサギの会 3,000円
匿名１名 1,200円

◆花苗◆市内福祉施設７ヶ所に寄贈
㈲菱畜フーズ（1,000株）
◆手作りたんぜん・たんぜん下◆
小林くに（８セット）
◆手芸品・しおり◆
匿名（手芸品300個・しおり200個）

◆書籍◆
片山藤夫（５冊）

皆さまの心　ありがとうございます　さまざまな福祉の充実に幅広く活用しています

北広島高等学校生徒会　リングプル寄贈 ㈲菱畜フーズ　花苗寄贈

ボランティアセンター運営委員会 495,108円
北広島リハビリセンター特養部四恩園 3,000円
北広島市高齢者総合ケアセンター聖芳園 3,000円
北広島聴力障害者協会 2,000円
匿名１名 1,000円

友愛セール寄付金　（６月18日）
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社会福祉協議会
ボランティアセンター（福祉センター内）
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●消防署

●セイコーマート
●中央バス車庫

夜間急病
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北進町団地
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社会福祉協議会ご案内
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し
）

身の回りで困ったこと、悩みごと、心配ごと一人で悩
んでいませんか？
ささいなことでもお気軽にご相談下さい。

相 談 日　毎週火曜日・木曜日（祝日を除く）
時　　間　13時～16時
相談方法　来所又は電話
　　　　　（福祉センター１階相談室　372-1640）

心配ごと・悩みごと　ありませんか？

北広島市社会福祉協議会　賛助会員・特別会員のご案内
　社会福祉協議会では、市民や関係団体による「誰もがいきいきと安心して暮らすことのできるまち
づくり」を目指して取り組んでいます。皆さまからいただいた会費は、地域
福祉を推進する貴重な財源としてボランティアセンター事業や地区社会福祉
委員会の活動など様々な事業に役立てています。活動の趣旨をご理解いただ
き、ご協力をお願いいたします。

◆賛助会費　各自治会町内会を通じて１世帯300円以上

◆特別会費　法人・企業等の皆さまから１口10,000円以上

『特別会員』としてご協力ありがとうございます （敬称略）（５月23日～９月19日取扱分）
ヤクハン製薬㈱
加藤産業㈱
協業組合エクセル三和
北広島自動車学校
ピーエス工業㈱札幌工場
ワイディープラスチック㈱
㈱MID交通
医療法人社団　山中整形外科医院
北広島理容組合
山田石油㈱
広島建設㈱
道央農業協同組合北広島支店
㈲藤川葬儀社
㈲大谷商事
広島冨田造園㈱
㈲古谷
㈱鼻和組北広島営業所
㈱ホンダカーズ千歳U－Car北広島店
東部さくら眼科医院
北広島商工会

㈱創飾舎
あさひ整形外科医院
丸開工業㈱
㈱もりた
㈱あいプランやわらぎ斎場北広島
藤山建設㈱
竹山高原温泉㈱竹山高原ホテル
㈱広谷工務店
社会福祉法人慈光園ケアハウスきたひろしま
医療法人社団翔仁会エスポワール北広島
医療法人社団西の里恵仁会病院
㈱山根園ウエストヒル
田島工業㈱
おくだ歯科医院
医療法人社団哲栄会順天病院
道央病院
㈱滝川自工広島工場
㈱ターフテック
㈱北基サービス大曲工場
MPアグロ㈱

開運興産㈱広島営業所
㈱道新総合印刷
㈱興発スパイラル製作所
医療法人社団　湯田歯科医院
北海道新聞㈲大曲販売所
㈱北洋銀行北広島中央支店
医療法人即仁会北広島病院
㈲イシケン
㈲GOTO
ビアレストランぱる亭
㈱ホクト商会
児童養護施設天使の園
児童養護施設北光社ふくじゅ園
北広島市高齢者総合ケアセンター聖芳園
社会福祉法人北ひろしま福祉会
社会福祉法人北海道リハビリー
社会福祉法人北海長正会北広島リハビリセンター
特定非営利活動法人フェアリー


