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レクリエーションコーナー

ステージイベント

福祉団体や施設による、おいしい食べ物の

お店や団体活動紹介など盛りだくさん！

７つの体験ブースのうち、５つ

のスタンプを集めてプレゼント

をゲットしよう！

布絵本・布おもちゃ体験、

手話体験、点字体験、

朗読体験、楽器体験、

視覚障がい者体験、

福祉用具体験

入場無料

小雨決行

ふれあい広場は、地域の皆さんに福祉やボランティアの活動を知ってもらい、みんなで福祉でまちづくりを

盛り上げていくことを目的に開催します。

大人
も子
ども
も楽
しめ
る

企画
を用
意し
てい
ます
！

７月８日(日)
だて歴史の杜 多目的広場
（カルチャーセンター

正面芝生広場）

10:00～13:30

ふれあい広場終了後に、同会場にて開催します。

１４：００～１５：３０１４：００～１５：３０

実施主体：ふれあい広場2018だて実行委員会（伊達市社会福祉協議会内：℡ ２２－４１２４）

飲み物とぶた串がセットになったチケット

(１枚１，０００円)をご用意しています。

ほかにもおいしいグルメが満載!!

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。



平成３０年度

社協の事業計画と予算
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３０年度は、ボランティア活動の場の拡大、生活支援・介護予

防の体制整備(伊達市と一体的な取り組み)支援、情報発信を重点的に進めます。事業計画

地域福祉活動の推進

★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促進

★「障がい者週間」記念事業

★ふくし講座 ★チャリティー交流事業

★日常生活自立支援事業 ★総合相談事業

★福祉団体等の支援

★伊達はつらつ元気塾事業

★レクリエーション用具や会議用機材の貸出

★ひとり親世帯新入学児童へのお祝い贈呈事業

★生活支援体制整備事業

★伊達市地域福祉計画策定協力

★市民交流の場づくり事業助成事業 など

在宅福祉サービス事業の推進

★寝たきり高齢者等移送サービス事業（伊達地区） ★大滝区子育て送迎支援事業（大滝地区）

★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）

★シルバーハウジング事業 ★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）

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

★生活福祉資金・生活応急資金貸付事業 ★大滝区通院支援事業（大滝地区）

★生活困窮者に対する安心サポート事業 ★はつらつ倶楽部の開催支援

★アクティビティ音楽活動事業 ★いきいきリフレッシュツアー ★やさしい介護セミナー など

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
★福祉教育教材などの貸し出し ★除雪サービス事業
★災害ボランティアセンターの体制整備 など

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 ★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

★大滝基幹集落センターの管理 など

介護保険等事業

★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運営事業

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 ３，７２０ 法人運営事業 ６０，４９９
寄付金収入 ３６０ 共同募金配分金事業 ４，０３７
経常経費補助金収入 ４８，５２０ 生活支援事業 １５，２１９
共同募金配分金収入 ３，９２９ ボランティアセンター事業 ２３３
受託金収入 ６０，６９４ 生活応急資金貸付事業 ５５１
貸付事業収入 ５５０ 生活福祉資金貸付事業 ２１４
事業収入 １０８ 訪問介護事業 ２１，４１８
介護保険事業収入 ３８，９１５ 居宅介護支援事業 １２，００８
その他の収入 ８８３ 地域包括支援センター事業 ６７，１４６
積立資金取崩収入 ８，９６９ 総 合 計 １８１，３２５
拠点区分間繰入金収入 １，８４６
サービス区分間繰入金収入 １１，３３１
前期末支払資金残高 １，５００

総 合 計 １８１，３２５

収支予算

平成29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。



～体験して学ぶ福祉用具！福祉情報の紹介～

９月９日（日）10:00～16:00／カルチャーセンター講堂

動きを助ける魔法のつるつるシート、見守り支援ロボット、介護食・栄養補助食

ベッド、マットレス、クッション、車いす、介護用リフト、入浴・排泄用具など

参加無料、定員制限なし、時間内出入り自由

介護セミナーの受講もできます（当日受付可能）。

介護する側にもされる側

にもやさしい用具

知っておいて、損はあり

ません

■参加対象：介護されている方、介護に関心のある方ならどなたでも。

■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 氏ほか

■申し込み：参加希望者は、お電話やＦＡＸで社協までお申し込みください。

興味のある回だけの参加も可能です。（第２回のみ当日の申込みで参加可能です。）

本事業では、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。

参 加 者 募 集

◆開催日時／８月２７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２５日（水）～８月１５日（水）

◆詳細／社協福祉グループ（電話22-4124）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。

※当日、小銭をご用意いただければ幸いです。

■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

■講師／那珂音楽教室 増岡 深雪 氏

■その他／８月はお休みです。

ご希望により、地域（地区社協・自治会・老人ク

ラブ）や団体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。

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。

回 開 催 日 時 間 会 場 内 容

１ ８月７日(火) 13:00～15:00 社会福祉協議会 今話題の！ノーリフト（抱え上げない）で

講堂 やさしい介護をしてみよう！

２ ９月９日(日) 13:00～15:00 カルチャーセンター こんなに便利！これならできる！

講堂 いろいろな福祉用具をみて試してみよう！

３ 10月１日(月) 13:00～15:00
だて歴史の杜 おうちで簡単★介護食 クッキング入門

食育センター 自分達でつくってみよう！食べてみよう！

４ 11月１日(木) 13:00～15:00
長和地区コミセン こうすれば安全で楽々！

ふれあい館 立ち上がり方、歩き方、運動の仕方

５ 12月４日(火) 13:00～15:00 社会福祉協議会 もれない上手なオムツの使い方

講堂 緊急時災害時にも便利な携帯トイレの紹介



平成３０年１月１８日～５月１１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 5,000円 作業学習で制作したクラフト作品等の販売益金を社会福祉のために

(株)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を入学児童のために

伊達ダンス愛好会 30,000円 「第47回チャリティーダンスパーティー(2018年前期)」入場料の益金

朗読ボランティアやまびこ 50,000円 設置自動販売機に係る売上手数料収入の一部を社会福祉のために

伊達市ダンススポーツクラブ 10,000円 「チャリティー春のダンスパーティー」益金の一部を福祉のために

☆ 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・未使用ハガキ〕

㈱サクマ、ふみだす、カトリック教会、㈲猿橋工務店、

雨峰書道同好会、佐々木洋子、山下地区社協

〔その他〕

久保田静江／介護用紙おむつ、尿取りパッド、カーブス伊達インター／食料品（乾麺、缶詰など）、

JXTGエネルギー㈱室蘭製造所／JXTG童話賞作品集『童話の花束』、匿名／電動ベッド、ポータブルトイレ

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。

ご寄贈いただいた「介護用おむつ」、「雑巾」、「タオル」を

介護等で必要な方へ無料でお譲りいたします。希望者は、

社協までご連絡ください。（一度、現物を見てみたいという

方も、お気軽にご相談ください）

ふれあい広場2018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：だて歴史の杜 大手門内側

■開催日時：７月８日（日）１０：２０～１３：２０

■区 画：１区画 ４ｍ×２ｍ

■参 加 費：３００円（申込時にお支払いください。）

■募集期間：６月１８日（月）～６月２７日（水）

■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８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１日（金）～６月２２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２０１８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３０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


