
社会福祉協議会（福祉センター内）では、６月３日（月）から受付けています（平日９時～17時）。なお、ご自宅に伺い、引取ることはできませ
んのでご了承願います。
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北広島市北進町1丁目5番地2 福祉センター内
電話  011－372－1698

発行 北広島市社会福祉協議会
社会福祉法人

　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　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。ご持参願います。

地　区 受　　付　　場　　所

東　部 〇紳士服のはるやま　〇中央公民館　〇不二家北広島店前（新富町）
〇北の台会館　〇東共栄会館

北広島団地
〇広葉交流センターいこ～よ　〇第２住区集会所
〇セイコーマート北広島高台店　〇北広島団地住民センター　〇第４住区集会所

※ショッピングきたひろ（山手町）では受付けしませんのでご注意願います。
西の里・虹ヶ丘 〇西の里公民館　〇西の里白樺会館　〇西の里団地集会所

大　曲 〇大曲会館　〇セリオおおまがり　〇南ヶ丘会館
〇ヘアーサロン・カットサロン・タケダ

西　部 〇JA道央西部支店　〇輪厚児童センター

・衣　類（冬物衣類を除く）
・贈答品　　　　・おもちゃ
・書　籍（百科事典を除く）
・バッグ　　　　・家庭用品等

・食器類
・電化製品全般（電池で動く製品含む）
・スキーやスケート道具
・健康器具　　　　　　・植　木
・家具等の大型物品

寄贈品の受付日時と場所６月７日（金）10時～12時

日　時：日　時：６６月月８８日（土）日（土）９９時時3030分～分～1111時時3030分分
場　所：場　所：エルフィンパーク交流広場エルフィンパーク交流広場（JR北広島駅横）（JR北広島駅横）
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平成31年度　事業計画
　平成から新たな時代に移り変わる中、少子高齢化は着実に進むことが見込まれています。また高齢
化の進行に伴う生活課題や福祉課題も多様化しています。一方、これまでの支え合いの主体である介
護・福祉分野の人材不足が顕著となり、地域活力も人口減少に伴い低下傾向にあります。
　国は、山積する社会的な諸課題の解決に向け、子ども、高齢者、障がい者などすべての人々が地域、
暮らし、いきがいを共に創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現及び新たな課題解決に
寄与する公益活動の拡大など、住民が主体的に支え合う地域づくりと複合化・輻輳化した課題の総合
的な相談支援体制づくりを進めています。
　北広島市も、人口が平成31年１月１日現在58,630人と５年前（平成26年１月１日現在59,931人）
に比べ、1,301人減少し、高齢化率は31.3％と５年前（25.7％）に比べ5.6％増加し、人口減少と高
齢化の傾向が色濃く現れています。
　本会は、市民が安心して暮らすことができる「誰もがいきいきと暮らすことのできるまちづくり」
を理念に掲げ、地域福祉の中核として、様々な方々との協働のもと、市民の生活課題や福祉課題に取
り組んでいます。
　平成31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
として地域福祉を推進してまいります。

〇成年後見センター及び地域支え合いセンターを運営するとともに、支え手の中心となる支援員の
育成を図ります。
〇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とともに「地域たすけあい会議」などを通じて地域福祉の推進に努め
ます。
〇配食、訪問理容、除雪、おむつサービスなどの福祉サービスを実施します。
〇平成33年度からの「第７期地域福祉実践計画」の計画策定に係る準備作業及び関係機関との調
整を図ります。
〇新たに生活あんしん事業として、これまでの緊急事務管理事業に加え、グループホーム等の入居
者で、日常生活自立支援事業の金銭管理支援を受けられない方を対象に、金銭管理などの生活支
援を行います。
〇新たな施設への移転を進め、関係団体の活動促進のため、拠点としての機能強化を図ります。
〇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の拠点として、その活動支援に努めてまいります。

１『みんなが支えあう地域づくり』
◦地域福祉活動の推進◦地域福祉活動の推進
◦福祉団体等の支援◦福祉団体等の支援
◦「北ひろしま福祉のつどい」の開催◦「北ひろしま福祉のつどい」の開催
◦サロン活動の支援◦サロン活動の支援

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　　　　　◦印刷機の貸出◦配食サービス事業　　　　　◦印刷機の貸出
◦テレホンサービス事業　　　◦物品等の貸出◦テレホンサービス事業　　　◦物品等の貸出
◦除雪サービス事業◦除雪サービス事業
◦訪問理容サービス事業◦訪問理容サービス事業
◦おむつサービス事業◦おむつサービス事業
◦手話奉仕員養成研修等事業◦手話奉仕員養成研修等事業
◦赤ちゃんに絵本を贈ろう◦赤ちゃんに絵本を贈ろう
◦療育キャンプ◦療育キャンプ
◦クリスマスパーティー◦クリスマスパーティー
◦福祉バスの運行受付◦福祉バスの運行受付
◦福祉センター受付◦福祉センター受付
　（４月～５月のみ）　（４月～５月のみ）
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平成31年度　資金収支予算
（収　入） （単位：千円）

科 目 名 予 算 額
会費収入 5,300
寄附金収入 1,220
経常経費補助金収入 88,608
受託金収入 46,503
貸付事業収入 120
事業収入 8,343
受取利息配当金収入 80
その他の収入 70
法人後見事業（公益事業） 614
繰越活動収支差額 4,262

総 合 計 155,120

（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 18,388

在宅福祉推進事業サービス区分 31,601

ボランティア活動推進事業サービス区分 2,780

権利擁護推進事業サービス区分 12,376

生活福祉資金等貸付事業サービス区分 730

法人運営事業サービス区分 88,631

法人後見事業（公益事業） 614
総 合 計 155,120

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◦心配ごと相談事業
◦各種相談員との連携◦各種相談員との連携
◦関係機関・団体との連携◦関係機関・団体との連携
◦成年後見センター事業◦成年後見センター事業
◦法人後見事業◦法人後見事業
◦地域支え合いセンター事業◦地域支え合いセンター事業
◦日常生活自立支援事業◦日常生活自立支援事業
◦（新）生活あんしん事業◦（新）生活あんしん事業
　（緊急事務管理事業含む）　（緊急事務管理事業含む）
◦生活福祉資金貸付事業◦生活福祉資金貸付事業
◦福祉金庫貸付事業◦福祉金庫貸付事業

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センターの運営
◦◦ボランティア団体の支援・連携ボランティア団体の支援・連携
◦◦福祉のパネル展福祉のパネル展
◦◦友愛セール友愛セール
◦◦ボランティア祭りボランティア祭り
◦◦ボランティアセンター研修会ボランティアセンター研修会
◦◦ボランティア体験事業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ボランティア活動協力校への支援

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◦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◦役員等の研修に関すること
◦財務管理に関すること◦財務管理に関すること
◦人事管理に関すること◦人事管理に関すること
◦市民への情報提供◦市民への情報提供
◦共同募金助成事業◦共同募金助成事業
◦地域福祉実践計画の◦地域福祉実践計画の
　進行管理及び策定準備　進行管理及び策定準備
◦苦情解決体制◦苦情解決体制
◦移転に伴う施設整備等◦移転に伴う施設整備等
◦団体事務の運営◦団体事務の運営

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◦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◦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◦避難行動要支援者情報の活用
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日　時：７月３日（水）13：30～16：30日　時：７月３日（水）13：30～16：30
場　所：北広島エルフィンビル ２階会議室場　所：北広島エルフィンビル ２階会議室
定　員：40名（先着順）定　員：40名（先着順）
参加費：無料参加費：無料
講　師：姉帯美和子氏講　師：姉帯美和子氏（MIW工房コミュニケーションナビゲーター）（MIW工房コミュニケーションナビゲーター）

申込先：北広島市社会福祉協議会ボランティアセンター申込先：北広島市社会福祉協議会ボランティアセンター
　　　　電話：３７２－１６９８　　　　電話：３７２－１６９８

令和元年度ボランティアセンター研修会令和元年度ボランティアセンター研修会

　コミュニケーションの大切なツールである傾聴の基本的な技術を学びます。日頃　コミュニケーションの大切なツールである傾聴の基本的な技術を学びます。日頃
のボランティア活動、日常の会話や地域活動等に、是非お役立てください。のボランティア活動、日常の会話や地域活動等に、是非お役立てください。

傾 聴 講 座傾 聴 講 座

　５月８日にボランティア団体「あゆみの会」の会員　５月８日にボランティア団体「あゆみの会」の会員
の方々に、緑陽中学校に保管している約30台の車いの方々に、緑陽中学校に保管している約30台の車い
すの清掃をしていただきました。この車いすは小中学すの清掃をしていただきました。この車いすは小中学
校等の総合学習「車いす体験」や市民の皆さんへの貸校等の総合学習「車いす体験」や市民の皆さんへの貸
し出しに利用されています。あゆみの会の皆さんには、し出しに利用されています。あゆみの会の皆さんには、
毎年、ご協力をいただいていますが、今回も、細かな毎年、ご協力をいただいていますが、今回も、細かな
汚れの清掃やタイヤの状態、ブレーキの利き具合など汚れの清掃やタイヤの状態、ブレーキの利き具合など
を丁寧にチェックしていただきました。を丁寧にチェックしていただきました。
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ボランティア募集ボランティア募集!!!!

≪活動内容≫障がい児・者を対象とした行事
のお手伝い

≪日　　程≫月に一度（土曜日）
6/22・7/20・8/24・9/21

≪場　　所≫地域交流活動すまいる
（グリーンパーク内）

≪活動内容≫第43回「友愛セール」でのお
手伝い
①前日準備（物品仕分け・値
付け）
②セール当日の物品販売

≪場　　所≫エルフィンパーク交流広場
≪持 ち 物≫エプロン・帽子
≪日　　程≫①６月７日（金）

　12：30～16：00頃
※昼食を済ませてからおいでください

②６月８日（土）
　９：00～12：30頃
※後片付け終了後に、パンとお茶を
　配布する予定です。

お問い合わせは
ボランティアセンターへ

電話：372－1698

～夏のひとときを一緒に楽しく過ごしませんか～
◆日　　程　７月13日（土）～14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～ネイパル深川
◆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ヤー等を行います。
◆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、６月13日（木）の午前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 込 み　６月12日（水）（受付午前９時～午後５時）までに、来所または電話にて受付します。
また、参加決定については６月14日以降に連絡し、参加申込書等を提出していた
だきます。

～ボランティア募集～
　障がい児者と一緒に海水浴等を楽しんでくれる元気なボランティ
ア（専門学生・大学生）を募集しています。※参加費無料

療育キャンプ療育キャンプ 参加者参加者と
ボランティアボランティアを
募集しています!!

　「ボランティアをしてみたいんだけど…」「なにかお手伝いないかしら」と思った方は、ぜひご相談くだ
さい。また、趣味や特技を披露してくださる方なども募集しています。

≪活動内容≫高齢者施設での音楽レクリエー
ションの補助

≪日　　程≫月に４回（水曜日）
10：00～11：00

≪場　　所≫特別養護老人ホーム聖芳園
※参加されている高齢者と一緒に歌を歌っ
たり、声掛け・移動のお手伝いです。
※毎回ではなく、都合に合わせての参加で
も構いません。
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　認知症の人と家族への応援者（認知症サポーター）を養成し、認知症に関する正しい知識や
対応方法を学ぶ講座を開催しています。
　自治会・町内会、企業、サロン、子ども会、近所のお友達同士など、５人以上の団体でお申
し込み下さい。

【養成講座開催の流れ】
①会場を確保してください。
②所定の申込用紙にて事務局に申し込んでください。
③事務局でキャラバン・メイト（講師）を調整いたします。
④養成講座を無料で開催し、資料をお渡しします。

　内容は認知症の基本的な知識と、認知症の方との対応の仕方などDVDを使用して90分
程度学んでいただきます。

～認知症サポーターとは～
特別な事をやる人ではありません。認知症という病気を正しく理解して認知症の
人やその家族を温かい目で見守るなどの応援者です。

お申し込み・お問い合わせ
～事務局～　北広島市地域支え合いセンター

　　　　　　　　　　　　☎：３７８－４２７７

　成年後見センターでは、認知症や知的障がい、精神障がいがあり自分でお金の管理が難しい
方やそのご家族、頼れるご家族がおらず将来の生活やお金の管理に不安がある方からのご相談
などをお受けしています。
　また、老人クラブや地域のあつまり等で、成年後見制度に関する説明を行うことが出来ます
のでお気軽にご連絡ください。

「成年後見」って最近
耳にするけど、よくわ
からない
から知り
たいな。

認知症の親の病院代を支払うた
め親名義のお金をおろそうと銀
行に行ったら、後見
人が必要だと言われ
おろせなかった。

頼れる家族がおらず将
来のことが心配。

成年後見センターをご利用下さい成年後見センターをご利用下さい

【相談無料】ご相談は378－4285へどうぞ。
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　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。また、読むこと
が不自由な方にはカセットテープを貸し出しておりますのでご利用ください（テープの製作は、
ボランティア団体「朗読の会ひびき」のご協力をいただいています。）。

北広島市社会福祉協議会北広島市社会福祉協議会 賛助会員・特別会員のご案内賛助会員・特別会員のご案内

　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。

≪赤十字講習会のご案内≫
　赤十字の講習を受けてみませんか？皆さまの自治会・町内会、職場、学校等、各種団体から
の要望に応じて講習を賜ります。

日本赤十字社北海道支部北広島市地区日本赤十字社北海道支部北広島市地区

健康生活支援講習救　急　法

幼児安全法

　誰もが迎える高齢期
を、すこやかに過ごす
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
技術を習得できます。

　講習時間や教材費などは内容により異なりますの
で、お問い合わせください。
・日赤北広島市地区　　　　　☎（011）372－1698
・日赤北海道支部事業推進課　☎（011）231－7126

　日常生活における事故防止、手当の
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、止血の方法、
包帯の使い方、骨折などの場合の固定、
搬送、災害時の心得などについての知
識と技術を習得できます。

　こどもを大切に育てるために、乳・
幼児期に起こりやすい事故の予防とそ
の手当、かかりやすい病気と発熱・け
いれんなどの症状に対する手当などの
知識と技術を習得できます。
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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（2.35kg）／北広島市体育協
会（4.2kg）／きたひろ男も料理をつくる会（900g）／札幌年金受
給者協会北広島支部（3.6kg、使用済み切手多数）／NPO・連・き
たひろしま（20.6kg）／北広島団地地区民生委員児童委員協議会
（315g他、使用済み切手220枚）／ミニデイサービスすずらん（3.5kg）
／老人クラブ新栄会（600g）／朝日町第２町内会（4.8kg）／北広
島市立双葉小学校（34.2kg、使用済み切手1,580枚）／北海道札幌
養護学校共栄分校中学校Ａ組・PTA（30.85kg）／第１住区地区社
会福祉委員会（800g）／老人クラブみどり会（1.6kg）／浅利竜二
（1.05kg）／佐藤紀子（122g、使用済み切手2枚）／谷浦寛茂（281g）
／小野英和（4kg）／匿名１名（2.2kg他、使用済み切手13枚）

◆雑巾◆
あゆみの会（80枚）／赤十字奉仕団大曲分団（300枚）／赤十字奉
仕団東部分団（860枚）／老人クラブ幸福会（50枚）／北広島市母
子寡婦ニレの会（70枚）
◆使用済み切手◆
北広島ライオンズクラブ（1,500枚）／北広島西郵便局（使用済み
切手多数、未使用切手170円分）／北広島市夜間急病センター（438
枚）／匿名（33枚、未使用切手174枚、未使用はがき24枚、書き損
じはがき43枚）
◆未使用切手◆
匿名（315,506円相当分）
◆未使用タオル◆
匿名１名（８枚、トイレットペーパー36ロール、サランラップ26本、
アルミホイル１本、おしぼり36枚、布きん30枚、マスク９箱、タオ
ルぞうきん30枚、ティッシュボックス10箱）
◆紙おむつ等◆
（株）サッポロドラッグストアー（24袋他、使い捨て手袋４箱、熱
さまシート３箱、使い捨てマスク６袋、洗濯用洗剤11.6kg、その他
衛生用品３袋）
◆やすらぎチェアー◆　飯塚一昭
◆バードカービング◆　長島俊榮

社協カウンター募金箱 2,979円
匿名１件 10,000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　　　　　（５月22日現在）（敬称略）

寄　付　金　　　　　　（５月22日現在）（敬称略）

『特別会員』としてご協力ありがとうございます （５月22日現在）（敬称略）

龍仙寺
ひらい歯科医院
能登原歯科医院
小屋デンタルクリニック

来広寺
大曲ファミリークリニック
藤川歯科小児歯科医院

大曲こどもクリニック
きむら歯科クリニック
横尾歯科医院

双葉小学校　リングプル等の寄贈

社会福祉協議会（福祉センター内）
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

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？

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
　　　　　心配ごと相談所
　　　　　（福祉センター１階相談室　372-1640）

北広島市社会福祉協議会の
事務所が移転します。

　昭和56年９月から北広島市福祉センターで社協の
業務を開始して38年経過しましたが、この度、令和
元年６月24日から「北広島エルフィンビル」に事務
所を移転します。新しくなる事務所にも、お気軽にお
立ち寄りください。
【新住所】
　〒061‒1133 北広島市栄町１丁目５番地２
　　　　　　　　　　　（北広島エルフィンビル２階）
【電話番号】
　011－372－1698　（代表電話）
　011－378－4277　（地域支え合いセンター）
　011－378－4285　（成年後見センター）
　011－372－1640　（心配ごと相談所）
【ファックス】
　011－372－1704
　　（※電話番号、ファックス番号は今まで通りです。）
●駐車場について
　北広島エルフィンビル玄関前の駐車場の他、東光ス
トアのタイムズの駐車場も利用できます。駐車カード
をお持ちいただき社協の事務所で認証します。


