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本紙の最終ページに、フリーマーケット出店・運営ボランティア募集がありますので、ご覧ください。

ふれあい広場終了後に、

同会場にて開催します。

時 間 １４：３０～１６：００

チケット １枚1,000円［飲み物券・豚串３本］

お楽しみ抽選会もあるよ！お楽しみ抽選会もあるよ！お楽しみ抽選会もあるよ！お楽しみ抽選会もあるよ！

《ふれあい広場》

小雨決行。雨天中止。

《チャリティービアガーデン》

雨天時は、14:30～16:00
「カルチャーセンター

大ホール」で開催。

7 月月月月 12 日(日)午前10時日(日)午前10時日(日)午前10時日(日)午前10時～～～～午後午後午後午後１１１１時30分時30分時30分時30分

だてだてだてだて歴史歴史歴史歴史のののの杜 多目的広場杜 多目的広場杜 多目的広場杜 多目的広場
（（（（カルチャーセンターカルチャーセンターカルチャーセンターカルチャーセンター正面芝生広場正面芝生広場正面芝生広場正面芝生広場））））

ふれあいふれあいふれあいふれあい広場2015広場2015広場2015広場2015だてだてだてだて実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会
（伊達市社会福祉協議会内 TEL ２２－４１２４）

とき

ところ

実施主体

★ 体験コーナー ★

朗読・手話・点字・視覚障がい体験など

★ ふれあい交流会 ★

こども縁日、レクコーナーなど

★ふれあいの店 ★

福祉団体による出店、フリーマーケット

★福祉展 ★

福祉団体の活動紹介

★特設ステージイベント ★

各種

コーナ

雨天時について



平成２７年度

社協の事業計画と予算しゃきょう

伊達市社協は、地域福祉推進事業、在宅福祉推進事業、ボランティアセンター事業など、多岐に

わたり事業を行っています。平成２７年度は、「第４期地域福祉実践計画」に掲げる基本目標と重

点項目を柱として、事業を進めてまいります。事業計画

地域福祉の推進地域福祉の推進地域福祉の推進地域福祉の推進

★地区社協活動の支援

★わっくわっく広場の開催支援

★ふれあいいきいきサロンの普及と運営支援

★「障がい者週間」記念事業

★チャリティーパークゴルフ大会

★ふくし講座

★日常生活自立支援事業

★総合相談事業

★福祉団体等の支援

★第5期地域福祉実践計画の策定 など

在宅福祉の推進在宅福祉の推進在宅福祉の推進在宅福祉の推進

★配食サービス事業（伊達地区） ★大滝区子育て送迎支援事業（大滝地区）

★寝たきり高齢者等移送サービス事業（伊達地区） ★ひとり暮らし高齢者等訪問サービス事業

★会食サービス事業（大滝地区） ★ひとり暮らし高齢者等電話サービス事業

★高齢者等外出支援サービス事業（大滝地区） ★車いす無料貸し出し事業

★高齢者生活援助事業（大滝地区） ★駅前団地シルバーハウジング事業

★高齢者入浴サービス事業（大滝地区） ★赤い羽根共同募金・歳末たすけあい運動への協力

★大滝区通院支援事業（大滝地区） ★生活福祉資金・生活応急資金貸付事業

★アクティビティ音楽活動事業 ★家族介護者交流事業 ★家族介護教室事業 など

ボランティアセンター事業の推進ボランティアセンター事業の推進ボランティアセンター事業の推進ボランティアセンター事業の推進

★ふれあい広場 ★ボランティアフォーラム

★寄贈物品の有効活用 ★ボランティアトークサロン

★ボランティアの受付、需給調整

★ボランティア連絡会の活動支援

★児童生徒のボランティア活動の推進 など

社協機能と法人経営の強化社協機能と法人経営の強化社協機能と法人経営の強化社協機能と法人経営の強化

★各委員会研修 ★共同募金配分金・各種助成金の活用 ★チャリティーふれあいカクテルパーティー

★社協寄付金の啓発 ★賛助会員・特別会員の加入促進 ★社協だより・ホームページ等での情報提供

★伊達市社会福祉大会 ★各種顕彰の実施・推薦協力 ★大滝基幹集落センターの管理 など

介護保険事業介護保険事業介護保険事業介護保険事業

★訪問介護事業（ホームヘルプサービス）

★居宅介護支援事業

★地域包括支援センター事業

収 入 （単位：千円） 支 出 （単位：千円）

科 目 予 算 額 事 業 名 予 算 額

会費収入 ３，７４０ 法人運営事業 ５７，６９１

寄付金収入 ６６０ 共同募金配分金事業 ５，４９９

経常経費補助金収入 ４９，３８３ 生活支援事業 １４，２４５

受託金収入 １５，４１１ ボランティアセンター事業 ２５１

共同募金配分金収入 ４，５１４ 生活応急資金貸付事業 ７０１

介護保険収入 １６，０６０ 生活福祉資金貸付事業 ２３２

雑収入 ９１８ 訪問介護事業 １６，８０９

積立預金取崩収入 ３，６３１ 居宅介護支援事業 ７，１３２

地域包括支援センター受託金収入 ４７，１４０ 地域包括支援センター事業 ６５，７４０

地域包括支援センター介護保険収入 １８，６００ 総 合 計 １６８，３００

その他 ８，２４３

総 合 計 １６８，３００

収支予算

平成26年度事業報告・決算については、次号の「社協

だより」に掲載いたします。



参加無料

(申込不要)

用具協力：㈱モリトー様、パラマウントベッド㈱様

■参加対象／６５歳以上の方

■参加費／無料

■時間／10:30～11:30

■会場／伊達市社会福祉協議会講堂

■講師／那珂音楽教室 増岡 深雪 氏

■その他／８月はお休みです。

介護予防の一環として、講師指導のもと、音楽にあわせて

体を動かしたり、合唱や合奏を楽しく行います。

ぜひ、お気軽にご参加ください。

ご希望により、地域（地区社協・自治会・老人

クラブ）や団体・施設等でのアクティビティ音

楽活動（講師派遣）を実施しています。

費用はかかりません。お楽しみ会のメニューの

ひとつなどに活用してみませんか？

詳細は、社協事務局にお問い合せください。

参 加 者 募 集

◆開催日時／８月２４日（月）

８：１５～１２：００

（受付 ８：００～）

◆会場／関内パークゴルフ場

◆参加費／ひとり600円（当日払）

◆参加資格／６０歳以上の伊達市民

◆定員／１２０名（申込順）

◆競技内容／３６ホール

・ストロークプレー

◆申込期間／

７月２３日（木）～

８月１３日（木）

◆詳細／社協福祉係まで

◆その他／参加費には、プレー代金、

保険料、募金が含まれます。

◆開催協力／伊達パークゴルフ協会様

チャリティーホールも
ありますので、
ご協力お願いします。

回 開 催 日 内 容

１ ８月29日(土) 福祉用具を活用した“安全で軽々な”介助

２ ９月９日(水) 介助の基本（寝返り、起き上がり、立ち上がり、乗り移り）

３ 10月７日(水) 安全で回復につながる姿勢づくりと効果抜群の運動の紹介

４ 11月４日(水) 車いすの上手な選び方／使い方と崩れず安全な座り方

５ 12月９日(水) もれない上手なおむつの選び方とあて方

■参加対象：介護されている方、介護に興味のある方

■時間／会場：［第１回］13:30～15:30／伊達市武道館

［第２～５回］ 13:00～15:00／伊達市社会福祉協議会講堂

■参加費：無料 ■定 員：各日２０名

■講 師：理学療法士 福祉用具プランナー 島川 弘美 氏

■申し込み：希望する日を選択し、各開催日の５日前までに社協までお知らせください。

（第１回のみ当日の申込みで参加可能です。）

本教室では、前向きな介護とその予防のあり方

などを考え、気軽に楽しく学んでいきます。

展示用具:ベッド、マットレス、介護用リフト、移動楽々つるつるシート、便利な皿、箸、調整式車いす など



平成２７年１月１４日～５月１４日

☆ 社会福祉協議会 寄付金（敬称略）

氏 名 寄付金額 趣 旨

光陵中学校 特別支援学級 10,000円 作業学習で作製したクラフト作品等の販売益金

伊達高等学校 ３学年 3,307円 学年の決算余剰金

㈱室蘭民報社西部支社 20,000円 「愛の入学プレゼント」協賛企画広告料の一部

伊達ダンス愛好会 50,000円 「第41回チャリティーダンスパーティー(2015年前期)」の益金

匿名 10,000円 社会福祉のために

☆ ボランティアセンター 物品寄贈（敬称略）

〔使用済み切手・プリカ、書損ハガキ〕

㈲猿橋工務店、伊達市シルバー人材センター女性「あじさいの会」、伊達カトリック教会

〔その他〕

㈲猿橋工務店／タオル、風の株式会社カーブス伊達インター店／食料品（乾麺、缶詰など）、西友クラブ／雑巾、

JX日鉱日石エネルギー㈱室蘭製造所／JX-ENEOS童話賞作品集『童話の花束』、

匿名／未使用ハガキ、匿名／リクライニング式車いす

あたたかいご寄付ありがとうございます。

福祉の充実に幅広く活用させていただきます。

ふれあい広場2015だて

◇ 青空フリーマーケット ◇
■募集区画：２４店（希望多数の場合は申込順となります。）

■会 場：ふれあい広場会場内（だて歴史の杜多目的広場）

■開催日時：７月１２日（日）１０：２０～１３：２０

■区 画：１区画 ３ｍ×４ｍ

■参 加 費：３００円（申込時にお支払いください。）

■募集期間：６月２２日（月）～６月２６日（金）

■そ の 他：出店申込みについては、お手数ですが実行委員会事務局（伊達市社会福祉協議会内）までお越

しください。申込時に出店場所の抽選を行います。

小雨決行。雨天の場合は中止します（参加費は後日返金）。

食品・食材の出品はご遠慮ください。

◇ ボランティアさんの募集 ◇
■募集人数：１０名程度

■活動日時：７月１２日（日）① ８：００～１３：３０

②１３：３０～１７：００

上記以外でもご希望に合わせて時間調整は可能です。

■内 容：ふれあい広場運営に関わるボランティア

例）レクリエーションコーナーの運営など

■募集期間：６月１５日（月）～６月２６日（金）

■そ の 他：ふれあい広場当日は、実行委員会においてボランティア保険

に加入します。

ふれあい広場に
関するお問い合せ
各種申込み

◇ ふれあい広場２０１５だて 実行委員会事務局 ◇

伊達市松ヶ枝町５９－４（伊達市社会福祉協議会内）

ＴＥＬ／０１４２－２２－４１２４ ・ ＦＡＸ／０１４２－２２－１８８８

「社協だより」は赤い羽根共同募金の配分を受けて発行しています。

７月１日付で、自治会様宛に「平成２７年度 共同募金へのご協力依頼について」の文書

をお届けします。今年度も皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

共同募金委員会からのお知らせ


