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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

　社会福祉協議会では、市民の皆さんか
らの寄贈品を販売し、その益金を社会福
祉活動に役立てます。寄贈いただける品
物がありましたら、下記の受付場所まで
ご持参願います。

6/10（土）

※社会福祉協議会（福祉センター内）では、６月５日から受付けています（平日９時〜17時）。
　なお、ご自宅へ伺い、引取ることはいたしませんので、ご了承願います。

地　区 受　　付　　場　　所

東　部 ○紳士服のはるやま　○中央公民館　○不二家北広
島店（新富町）　○北の台会館　○東共栄会館

北広島
団　地

○広葉交流センターいこ〜よ　○第２住区集会所
○セイコーマート北広島高台店　○北広島団地住民
センター　○ショッピングきたひろ（山手町）

西の里
・虹ヶ丘

○西の里公民館　○西の里白樺会館　○西の里団地
集会所

大　曲 ○大曲会館　○セリオおおまがり　○南ヶ丘会館
○ヘアーサロン・カットハウス・タケダ

西　部 ○JA道央西部支店　○輪厚児童センター

・衣類（冬物衣類を除く）
・贈答品　・おもちゃ
・書籍　　・バッグ
・家庭用品等

お受け取りできる寄贈品

・電化、電池製品全般
・スキー、スケート類
・冬物衣類全般　・健康器具
・植木　・大型物品（家具等）

お受け取りできない寄贈品

【寄贈品の受付日時】
６月９日（金）10時〜12時

第４１回

友愛セール
9時30分〜11時30分　エルフィンパーク交流広場（JR北広島駅横）
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平成29年度　事業計画
　少子高齢化や核家族化の進行に伴って、家族や地域などが担ってきた社
会システムが脆弱化し、孤立・ひきこもり・虐待など様々な現象が生じて
います。
　本市においても、人口（平成27年国勢調査）が５年間で1,289人減少し、
高齢化率は平成28年12月末において29.5％と５年間で7.6％増えていま
す。平成21年度までは年間約400人を維持してきた出生数も平成27年度には296人となっています。
　このため、高齢者・障がい者・児童など各福祉分野における公的サービスの水準が質・量ともに充
実が求められています。
　平成29年度は、「第６期地域福祉実践計画」（平成27年度〜32年度）に基づき、以下の事項を重点
として地域福祉の推進に取り組んでまいります。
・昨年度に市から委託を受け開設した成年後見センター及び同じく市からの委託により業務を引き継
いだ地域支え合いセンターの運営を充実します。
・地区社会福祉委員会、民生委員児童委員、自治会・町内会、ボランティア団体などと連携し、多様
な地域活動の充実を図ることにより「新たな支え合い」の構築に努めます。
・配食、訪問理容、除雪、おむつサービスなどの市からの受託事業を通じて公的福祉サービスを実施
します。
・北広島市共同募金委員会、日本赤十字社北海道支部北広島市地区、北広島市民生委員児童委員連絡
協議会など各種団体事務の拠点機能を充実します。

１　『みんなが支えあう地域づくり』

▲

地域福祉活動の推進▲

福祉団体等の支援▲

北ひろしま福祉のつどいの開催及び顕彰事業▲

サロン活動の支援

３　『その人らしい生活を支える地域
づくり』

▲

心配ごと相談事業▲

各種相談員との連携▲

関係機関・団体との連携▲

成年後見センター事業▲

法人後見事業▲

地域支え合いセンター事業▲

日常生活自立支援事業▲

緊急事務管理事業▲

生活福祉資金貸付事業▲

福祉金庫貸付事業

２　『みんなが安心して生活できる元
気な地域づくり』

▲

配食サービス事業▲

テレホンサービス事業▲

除雪サービス事業▲

訪問理容サービス▲

おむつサービス事業▲

手話奉仕員養成研修等事業▲

赤ちゃんに絵本を贈ろう▲

障がい児・者療育キャンプ▲

障がい児・者クリスマスパーティー▲

福祉バスの運行受付け▲

福祉センター受付▲

物品等の貸し出し▲

印刷機の貸し出し

４　『みんなで取り組むボランティア
活動による地域づくり』

▲

ボランティアセンターの運営▲

ボランティア団体の支援・連携▲

福祉のパネル展▲

友愛セール▲

ボランティア祭り▲

ボランティアセンター研修▲

ボランティア体験事業▲

ボランティア活動協力校への支援
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平成29年度　資金収支予算

５　『災害時に援護が必要な人を支援
できる体制づくり』

▲

災害ボランティアセンター運営体制の整備▲

防災・減災等をテーマとする研修会の開催▲

避難行動要支援者情報の活用

６　『地域福祉推進のための活力ある
社協づくり』

▲

理事会等の運営に関すること▲

役員等の研修に関すること▲

財務管理に関すること▲

人事管理に関すること▲

市民への情報提供▲

共同募金助成事業▲

実習生等の受入れ▲

地域福祉実践計画の進行管理▲

苦情解決に関すること▲

団体事務の運営

（収　入）	 （単位：千円）
科 目 名 予 算 額

会費収入 5,300
寄付金収入 1,220
経常経費補助金収入 57,035
受託金収入 51,564
貸付事業収入 300
事業収入 8,444
受取利息配当金収入 70
その他の収入 90
その他の活動による収入 436
法人後見事業（公益事業） 513
　繰越活動収支差額 4,127

総 合 計 129,099

（支　出）	 （単位：千円）
科 目 名 予 算 額

地域福祉推進事業サービス区分 18,549
在宅福祉推進事業サービス区分 35,668
ボランティア活動推進事業サービス区分 2,673
権利擁護推進事業サービス区分 12,484
生活福祉資金等貸付事業サービス区分 884
法人運営事業サービス区分 58,328
法人後見事業（公益事業） 513

総 合 計 129,099

　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。皆様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の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

きたひろ社協だより「明るいまち」の送付を希望される方へ
　北広島市社会福祉協議会では広報紙「明るいまち」を年３回発行しています（６月、10月、
２月）。新聞を購読している方は、新聞折込でお届けしていますが、購読していない方には郵送
でお届けしています。希望される方は、社会福祉協議会までご連絡ください。

北広島市社会福祉協議会　賛助会員・特別会員のご案内

平成28年度事業報告と資金収支決算について
　毎年、「明るいまち」６月１日号の紙面上において、事業報告と資金収支決算の概要をお伝えして
おりましたが、社会福祉法の改正に伴い、理事会と評議員会による事業報告並びに資金収支決算の承
認が発行時期に間に合わなくなりました。このことから、今後は社協ホームページ上でお知らせいた
します。
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平成29年度ボランティアセンター研修会

傾聴 ボランティア活動のすすめ

人とのかかわり方をふり返り、お互いの気持ちや意見を尊重したコミュニケー
ションを学びます。日常生活やボランティア活動の中で是非、お役立て下さい。

日　時　７月19日（水）　13：30〜16：30
講　師　ＭＩＷ工房　コミュニケーション・ナビゲーター
� 姉帯　美和子　氏
会　場　北広島市福祉センター２階会議室
参加費　無料
定　員　30名（先着順）
持ち物　筆記用具
申込先　北広島市ボランティアセンター　
　　　　北広島市北進町1−5−2　　℡�372−1698

ボランティア団体「あゆみの会」による車いすの点検・清掃作業
５月９日に「あゆみの会」の会員の方々のご協力により、緑陽中学校に保管している車いすの点
検と清掃作業をしました。この車いすは、小中学校等の総合学習での貸し出しや、市民の皆さ
んへの貸し出しとして利用してい
る車いすで、当日は約30台の車
いすの点検・清掃作業を行いまし
た。あゆみの会の皆さんには、毎
年、年１回ご協力をいただき、今
年度も安心して車いすが使えるよ
うに整備していただいています。
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ボランティア募集中!!
●畑で野菜を作るお手伝い①
●畑の見守り、管理のお手伝い②
集合場所：デイサービストトロの森
　　　　　（大曲緑ヶ丘1−14−27）
日　　程：日程及び時間は相談
①デイサービスを利用されている高齢者の方々と一緒に畑
で作業しながら交流するボランティアです。施設から畑
（仁別）までは送迎があります
②都合の良い時間に畑へ行って、畑の管理のお手伝いをし
ていただくボランティアです。

●「ふまねっと教室スマイル」での受付など
（運営主体：にし高齢者支援センター）
活動場所：大曲会館（大曲中央2−4−5）
日　　程：毎月第１・３火曜日　12：50〜15：30
　会場設営・受付のほか、参加者と一緒にふまねっとをし
て、ともに笑ったり、参加者の元気を引き出していただく
ボランティアです。
　介護支援ボランティア講習を受けた方はポイントが付与
されます。

お問い合わせは

ボランティアセンターへ
 電話：３７２−１６９８

●グループホームでの掃除のお手伝い
活動場所：グループホーム雪ぼうし（輪厚704−31）
日　　程：月〜金曜日の９：00〜17：00の間でご

都合のよい時間
　入所されている高齢者と楽しくおしゃべりをしたり、掃
除のお手伝いするボランティアです。
　介護支援ボランティア講習を受けた方はポイントが付与
されます。

●カフェでの接客など
活動場所：CAFÉとなり

（大曲緑ヶ丘1−14−27
� デイサービストトロの森内）

日　　程：月〜土曜日の10：00〜16：00の間でご
都合のよい時間

　地域の方が立ち寄ったり、デイサービスを利用されてい
る高齢者が憩うカフェです。
　コーヒーを入れたり接客をしていただくボランティアです。

●「語りあえーるつどい」での傾聴
活動場所：にし高齢者支援センター
　　　　　（大曲南ヶ丘1−1−5）
日　　程：毎月第２月曜日　12：50〜15：15
　介護している方や介護に関心のある方の集いで、参加者
のお話を聴いていただくボランティアです。

リングプル

使用済み切手

書き損じハガキ

　ご協力いただいたリングプルは30Kg貯まると登録しているリングプル再生ネッ
トワーク（江別市）に送ります。送られたリングプルが一定量になると車いす１台
が社会福祉協議会に届けられます。
※車いすは、通院等で一時的に必要とする方や、小・中学校等での福祉学習での車いす体験授業
の際に役立たれています。社会福祉協議会をはじめ、市役所の各出張所、北広島団地住民セン
ター、エルフィンパーク市民サービスコーナー、中央公民館、夢プラザで貸し出しをしています。

　使用済み切手はボランティアの方々に整
理していただき、公益財団法人緑の地球防
衛基金へ送ります。その後、国内外のコレ
クターに販売され、売却益はアジアやアフ
リカの植林活動に役立っています。

　郵便局で切手やハガキに交換しても
らい、社会福祉協議会の活動に役立て
ています。

収集ボランティアのご紹介

カード類
　使用済みテレホンカード、
その他のプリペイドカード
の回収は終了しました。今
までご協力いただきありが
とうございました。



◆日　　程　７月15日（土）〜16日（日）の１泊２日
◆場　　所　小平町鬼鹿ツインビーチ等※天候等により変更する場合があります。
　　　　　　宿泊場所…ネイパル砂川
◆内　　容　親子とボランティアが一緒になって、海水浴やキャンプファイアーなどを行いま

す。
◆募集人数　20歳以下の障がい児・者15名
　　　　　　※募集人数を超えた場合は、６月15日（木）の９時から社協で抽選を行いますの

で、確認されたい方はお越しください。
◆参 加 費　障がい児・者は無料、同伴家族は、大人１人4,000円、兄弟姉妹は１人2,000円
　　　　　　（同伴兄弟姉妹は、中学生まで）
◆申し込み　６月14日（水）（受付９時〜17時）までに、来所または電話にて受付します。
　　　　　　※参加の決定については、６月15日以降ご連絡いたします。

≪ボランティアの募集≫
　障がい児者と一緒に楽しむことができる元気なボランティアを募集します。
●対　　象　専門学校生、大学生で２日間楽しくボランティアとして活動できる方。
　　　　　　※参加費無料

障がい児者療育キャンプ
〜夏のひとときを一緒に楽しく過ごしませんか〜

参加者と
ボランティアを
募集します!!

〜『認知症支え合い事業』を利用してみませんか〜

　地域支え合いセンターでは、認知症の方のご自宅に傾聴ボランティアが訪問し、お話し相手
や見守りを行う『認知症支え合い事業』を実施しております。

・利用料金：１回300円
・利用時間：平日午前９時〜午後５時の間で最大２時間まで
・利用回数：１週間に１回まで

〜救急情報キット『エルフィンバトン』を配付しています〜

＜配布対象者＞
　高　齢　者〜65歳以上の方だけの世帯（１人暮らし・夫婦・親子・兄弟姉妹など）
　　　　　　　同一世帯に65歳未満の方がいる場合でも、配布を希望された方

　障がい者等〜次のいずれかに該当し、配布を希望する方
①身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを持っている
②特別児童扶養手当、特別障害者手帳、障害児福祉手帳のいずれかを受給している
③障がい者福祉サービス等、自立支援医療、特定疾病医療のいずれかの受給者証を持って
いる

【お気軽にご相談ください】　011−378−4277

地域支え合いセンターからのご案内
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　社会福祉法の改正により、平成29年４月１日より新しい評議員が選任されました。任期は平成29
年４月１日から平成33年度の定時評議員会までとなります。（敬称略）

北広島市社会福祉協議会　評議員

氏　　名 選　出　区　分 氏　　名 選　出　区　分
西　村　昭　光 地区社会福祉委員会 丹　治　叔　人 自治会・町内会
中　田　政　實 地区社会福祉委員会 橋　本　勝　晴 自治会・町内会
三　浦　信　子 地区社会福祉委員会 長　澤　　　隆 自治会・町内会
谷　岡　隆　志 地区社会福祉委員会 島　宗　政　行 自治会・町内会
阿知良　信　夫 地区社会福祉委員会 佐々木　孝　雄 自治会・町内会
石　岡　精　美 地区社会福祉委員会 志　田　　　学 老人クラブ連合会
河　部　繁　男 地区社会福祉委員会 本　間　昭　吉 障がい者団体
平　松　孝　雄 地区社会福祉委員会 行　方　絵　美 社会福祉施設及び社会教育団体
清　水　章　司 地区社会福祉委員会 横　山　ス　ミ 社会福祉施設及び社会教育団体
長谷川　由　理 ボランティア団体 小　澤　　　強 社会福祉施設及び社会教育団体
髙　木　則　子 ボランティア団体 石　井　邦　夫 社会福祉施設及び社会教育団体
石　丸　勝　三 民生委員児童委員 島　谷　清　張 社会福祉施設及び社会教育団体
大　西　登志子 民生委員児童委員 芝　田　慶　子 共同募金委員会
村　本　日出男 自治会・町内会 伊　藤　裕　基 学識経験者
阪　本　宜　史 自治会・町内会

　赤十字は各地で発生する災害救護活動のほか、市内での奉仕団による地域福祉活動など様々な活動
を行っています。
　これらの活動の資金は、赤十字に賛同する皆さまの善意で賄われています。自治会町内会を通じて
行っている赤十字社員及び社資の募集にご理解とご協力をお願いいたします。

日本赤十字社北海道支部北広島市地区

　町内会や職場、学校、各種団体等からのご要望に応じ開催しています。詳細はお問い合わせ
ください。

救急法
　日常生活の事故予防、手当ての基本、人工呼吸や心臓マッサージの
方法、AEDを用いた除細動について、正しい知識と技術を学びます。

健康生活支援講習
　誰もが迎える高齢期を、すこやかに迎えるために必要な健康増進の
知識や高齢者の支援・自立に向け役立つ介護技術を学びます。

幼児安全法
　幼児期に起こりやすい事故の予防と手当ての実施、かかりやすい病気と看病の仕方などの知
識と技術を学びます。
※講習時間、教材費等は内容により異なりますので、お問い合わせください。
≪お問い合わせ先≫
　・日赤北広島市地区（社会福祉協議会内）　　　m（011）372−1698
　・北海道支部事業推進課　　　　　　　　　　　m（011）231−7127

生命と健康を守る！　赤十字講習会のご案内
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◆リングプル◆
大曲西部地区民生委員児童委員協議会（1.7kg）／浅利竜二（0.4kg）
／北広島市高齢者総合ケアセンター聖芳園（1.6kg他、使用済み切
手多数）／NPO・連・きたひろしま（15.6kg）／北広島団地地区
民生委員児童委員協議会（0.8kg他、使用済み切手多数、ベルマー
ク多数）／札幌年金受給者協会北広島支部（10kg他、使用済み切手
多数）／佐藤紀子（88ｇ、使用済み切手多数）／北広島市立双葉小
学校児童会（52kg他、使用済み切手9,265枚）／藤巻功悦（1.3kg）
／北海道札幌養護学校共栄分校中学部Ｂ組（10.3kg）／第１住区地
区社会福祉委員会（2.1kg他、使用済み切手多数）／谷浦寛茂（0.5kg）
／北広島歌謡連合（10kg）／親和町内会（2.5kg）／北広島クリー
ンセンター（2.6kg）

◆雑巾◆
桜ヶ丘熟年会（190枚）／赤十字奉仕団大曲分団（400枚）／赤十
字奉仕団東部分団（760枚）

◆使用済み切手◆
北広島西郵便局（多数）／早坂美恵子（多数）／ホホエム（多数）
／市役所福祉課カウンター（多数）

◆使用済みテレホンカード等◆
匿名（851枚）／匿名（16枚）

◆洗濯用洗剤◆
匿名１名（５kg、サランラップ５本、使用済み切手180枚、ティッシュ
ボックス15箱、新品タオル10枚、雑巾５枚）

◆車いす◆
㈱ツルハホールディングス、クラシエホールディングス㈱（５台）
／㈱あすか（１台）

◆紙おむつ等◆
㈱サッポロドラッグストアー（238袋他、おしりふき56袋、使い捨
て手袋45箱、熱さまシート43箱、使い捨てマスク49箱、その他衛
生用品９箱）／匿名（４袋）／㈱あすか（50袋）

◆使用済みタオル◆
熊谷新一（９枚）

北海道北広島高等学校生徒会� 4,278円
右近君子� 10,000円
㈱クラーク自動車� 20,000円
北駿建設㈱� 100,000円
社協カウンター内募金� 1,538円
匿名８名� 98,460円

皆様の温かい心 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
寄　贈　品　（１月24日〜５月23日現在）（敬称略）

寄　付　金　（１月24日〜５月23日現在）（敬称略）
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し
）

『特別会員』としてご協力ありがとうございます （１月24日〜５月23日分）（敬称略）

小児科大曲こどもクリニック
㈱北基サービス
きむら歯科クリニック
湯田歯科医院

大曲ファミリークリニック
小屋デンタルクリニック
横尾歯科医院
能登原歯科医院

藤川歯科医院
㈱ショッピング北広
佐々木・広谷建設㈱

社会福祉協議会
地域支え合いセンター
成年後見センター
ボランティアセンター

（福祉センター内）

北
進
通

↑
至 

札
幌

千
歳 

至
↓

●消防署

●セイコーマート
●中央バス車庫

夜間急病
センター

北進町団地

ＪＲ北広島駅
　　　　西口

社会福祉協議会ご案内

心配ごと・悩みごと  ありませんか？

人　事

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？
小さ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）

　平成29年３月31日付けで、八町史郎事務局次長が退職し、後
任に田中宏明が着任いたしました。また、次の職員が新しく加
わりました。よろしくお願いいたします。
山㟢　涼子（地域支え合い推進員）
佐野　由貴（福祉活動専門員）
谷　　　縁（福祉活動専門員）

◆◇◆◇　お知らせ　◇◆◇◆
　使用済みテレホンカード等のプリペイドカードにつきましては、社協で一括して収集団体へ送付しておりましたが、収
集団体が受入れを行わなくなったことから、当社協でも取り扱わないことといたしますので、よろしくお願いいたします。

㈱サッポロドラッグストアーからの寄贈


