
今年の目標額は

☆伊達地区 4,369,800円
☆大滝地区 343,000円

《共同募金には税制上の優遇措置が

適用されます》

社協だより
発 行：社会福祉法人伊達市社会福祉協議会

事務局：〒052-0024 伊達市鹿島町20-1

電 話： 0142-22-4124 ＦＡＸ：0142-22-1888

ホームページ： http:www.date-shakyo.or.jp/

共同募金は 『たすけあいの活動』です。ボランティアの方々に協力していただき、

集まった募金は民間の福祉活動を支援するため活用されます。

（一部は市区町村を超えて、広 く道内の課題を解決するための活動にあてられます。 ）

運動期間 10月 1日～ 12月 31日

わたしたちが担当しています！

5 0 0 円 の 募 金 に つ き
１個進呈します！

撮影のため、マスクは外しております

★★★ Twitter始めました! ★★★
社協活動等様々な情報を配信いたしますので是非
ご覧いただきフォロー、いいねをお願いします。
詳細はHPに掲載します!
★★★ アカウント:@dateshakyo ★★★

【わっくわっく広場】

高齢者の心身リフレッシュや

閉じこもり防止の支援

【ボランティアトークサロン】

ボランティアに対する理解を深め、

活動の輪を広げる機会の提供

【ふれあい広場（今年度は中止）】

地域の人がふれあえるお祭りの開催

このほか◎地区社協事業への助成

◎ボランティア連絡会事業の活動費、
個々のボランティア団体の活動支援

◎広報紙発行事業
◎会食サービスの一部助成、
市内小中学校への福祉教育活動助成

などにも皆さまの貴重な善意が活かされています



令 和 元 年 度 事 業 報 告

※大滝地区事業

訪問介護事業所運営 （662件）

移送サービス事業 （117回、34名）

訪問サービス事業 （164回、54名）

※給食（会食型）サービス事業 （22回、211名）

※外出支援サービス事業 （122日、357名）

※除雪サービス事業 （54回、54名）

※入浴サービス事業 （50回、254名）

※大滝区通院支援 （33日、35名）

※子育て支援（送迎）事業 （利用者なし）

アクティビティ音楽活動 （10回、211名）

訪問アクティビティ音楽教室 （20回、754名）

家族介護者交流事業(元気回復事業) （10名）

家族介護教室事業 （5回、67名）

各種資金貸付相談事業 （相談18件、貸付13件）

歳末たすけあい運動要援護世帯援助

（151世帯、1,351,000円）

高齢者住宅等安心確保事業

地区社協活動研修会の開催 （参加者68名）

地区社協連絡会議の開催 （2回）

地区社協への支援 （12地区）

わっくわっく広場実施支援 （5回）

わっくわっく広場交流大会 （参加者108名）

ふれあいチーム活動の支援 （2地区6チーム）

ふれあいいきいきサロン活動の推進

総合相談 （50件）

障がい者週間記念事業 （来場者56名）

日常生活自立支援事業 （生活支援員8名、契約8件）

老連、民児協、身障協会等の団体運営の支援

第5期地域福祉実践計画の推進

市民交流の場づくり実践者への助成事業 （1件）

男性料理教室の開催支援 （希望地区なし）

伊達はつらつ元気塾事業（2地区、39回、611名）

ひとり親世帯新入学児童へのお祝い贈呈事業

（33名）

ボランティア新規登録 （個人6件、団体7件）

ボランティア需給調整 （依頼12件）

ボランティアセンター物品寄贈 （22件）

ふれあい広場の開催 （来場者約1,000名）

ボランティアフォーラムの開催 （参加者137名）

ボランティアトークサロンの開催（中止）

ボランティア連絡会活動の支援

介護予防プラン作成 （7,069件）

総合相談・権利擁護支援事業 （相談3,321件）

認知症介護者のつどい （10回）

認知症サポーター養成講座 （3回）

認知症出前講座・啓発活動 （3回）

認知症総合支援事業、福祉人材の育成支援

虐待防止ネットワーク推進会議

理事会・評議員会･委員会の開催 （計15回）

苦情解決体制の整備 （第三者委員2名配置）

「社協だより」の発行 （3回）

共同募金配分金の活用 （配分額3,534,915円）

社会福祉協議会諸室の管理運営

（年間利用者 38団体、延5,830名）

各種助成制度の活用

令 和 元 年 度 資 金 収 支 決 算 書（法人全体）

ビアガーデン（ふれあい広場）（500名、244,200円）

パークゴルフ大会 （90名、益金47,023円）

単位：円

収入 金額 支出 金額

 会費収入 3,660,500   人件費支出 129,070,879
 寄付金収入 690,200   事業費支出 11,433,589
 経常経費補助金 52,319,131   事務費支出 9,262,678
 受託金収入 59,937,614   貸付事業支出 220,000
 貸付事業収入 210,000   共同募金配分金事業費 1,598,580
 事業収入 63,300   助成金支出 2,980,840
 介護保険収入 40,029,240   負担金支出 30,000
 借入金利息補助金収入 460,998   支払利息支出 460,998
 受取利息等 859,129   設備資金借入金元金償還支出 6,105,500
 積立金取崩収入 4,803,413   固定資産取得支出 122,619,500
 施設整備等補助金収入 6,105,500 　その他の活動支出 14,360,479
 設備資金借入金収入 122,110,000
 固定資産売却収入 7,700,000

 前期末支払資金残高 16,997,805

合計 315,946,830 合計 298,143,043



８月３１日（月）関内パークゴルフ場において７４名の参加のもと、社協主催のチ

ャリティーパークゴルフ大会が開催されました。

新型コロナウイルスの影響で例年よりも参加者が若干少なめではありましたが、

対策を講じながら、皆さん和気あいあいと楽しくプレーされていました。

チャリティーの益金（37,418円）は全額、「伊達市共同募金委員会」へ寄付させて

いただきました。参加者・関係者の皆さま、ご協力誠にありがとうございました。

☆高校生以下無料

☆施設等職員が利用者の付き添いで来場

する場合には、付添者分は無料

お一人様

４００円

と き

と こ ろ

2020 年 11月 14日(土)
12:30 受付 ／ 13:00 開会 ／ 15:30 閉会

伊達市市民活動センター
伊達市鹿島町20-1

入 場 料
(定額募金)

☆定額募金は全額 ｢赤い羽根共同募金」

へ寄付いたします。

主催／伊達市ボランティア連絡会

伊達市社会福祉協議会

入場には、事前申し込みが必要です！

新型コロナウイルス感染症防止のため、事前予約により、入場人数を制限して開催しますので、ご注意ください。

◇予約期間／令和２年１０月１９日（月）～１１月６日（金） ※期間内でも定員に達した時点で締め切る場合があります。

◇定 員／６０名
◇申込み方法／電話またはＦＡＸ（任意様式）で、来場される方の氏名・住所・連絡先をお知らせください。

《申込先》伊達市社会福祉協議会 ＴＥＬ／２２－４１２４ ＦＡＸ／２２－１８８８
取得した個人情報は、本事業以外には使用いたしません。

開 会 13:00～13:35

映画上映 13:35～15:25

「こんな夜更けにバナナかよ
-愛しき実話」

バリアフリー日本語字幕上映

閉会 15:25～15:30

※ご来場前の検温､手指消毒,マスク着用にご協力ください。

福祉施設・団体による｢即

売会｣も予定しています。

事前

申込制

この事業は、赤い羽根共同募金配分金を
受けて開催されます。

おひとり様

800円(当日徴収）

1 8 名

■参加対象／①伊達市に住んでいる方。（住民票のある方） ②要介護１以上の高齢者と同居している方。

③現に介護している家族等。 のいずれにも当てはまる方。

■申し込み／令和２年１０月１６日（金）までに社協へお申し込みください。

－ バスでのんびり ♫小旅行 － 参 費

定 員

10月29 日(木)
８：１０
カルチャーセンター
駐車場集合

スケジュール

カルチャー駐車場 8:20発 → サーモンパーク千歳【買い物】→ 昼食【情報交換・交流】

→ 『北の錦蔵元記念館』小林酒造株式会社【酒蔵見学・買い物】

→ カルチャー駐車場 17:30着(予定) 都合により、行程を変更する場合があります。

令和２年



☆社会福祉協議会寄付金

伊達地区保護司会 20,000円 ／ 設立70周年及び更生保護ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ開設記念に際して

鎌田百合子 20,000円 ／ 社会福祉のために

匿 名 70,000円 ／ 社会福祉のために

匿 名 1,000,000円 ／ ひとり親家庭の子育て支援のために

匿 名 20,000円 ／ 特別定額給付金の一部を社会福祉のために

☆ボランティアセンター物品寄贈

〔使用済み切手・プリカ、書損ハガキ〕 伊達信用金庫本店、猿橋工務店、岡田 信

〔その他〕 伊達消費者協会／手作り布マスク きみのて。／手作り布マスク

「土曜給食の日」はまなすの会／手作り布マスク等

伊達市老人クラブ連合会／マスク各種

NPO法人伊達市体育協会及び(株)道南ｽｺｰﾚ共同事業体／布マスク

匿名／介護用紙おむつ、手作り布マスク

やさしさあふれる「まちづくり」にご協力いただいております。（４月９日～９月１４日）（敬称略）

本セミナーでは、ますます加速する高齢化社会において、地域の皆様がいつまでも生き生きした

生活を目指すために、前向きな介護とその予防のあり方をなどを考え、気軽に楽しく学べる場となる

ことを目的に開催します。

１．参加対象 現に介護されている方・介護に興味関心のある方

２．参 加 費 無 料

３．日時・内容等

４.申 込 先 伊達市社会福祉協議会 福祉グループ

TEL 0142-22-4124 FAX 0142-22-1888

※参加希望の方は、電話やFAXで社協までお申込みください。

※参加に関する個人情報は、本事業の運営のみに使用させていただきます。

令和3年1月20日開催分は、オンラインでも配信予定です！！
詳細は、社協ホームページで随時お知らせいたします！！

日 時 タ イ ト ル 講 師 定員 会場

令和２年 伊達市地域包括支援
１０月２１日（水） 介護保険サービスの相談と センター

支援について 主任ケアマネジャー
10:00～12:00 森戸 薫 氏

１１月１８日（水） 一般社団法人 各回２０名 伊達市
お口の健康講話 北海道歯科衛生士会 市民活動

10:00～12:00 効果的な口腔ケアについて 室蘭支部長 興味のある回 センター
加藤 広美 氏 だけの申込み

も可能です
１２月１６日（水） もれない、辛くないオムツ おむつフィッター

の選び方と使い方
10:00～12:00 いろいろなオムツの紹介 小林 里美 氏

令和３年 魔法のつるつるシートなど 理学療法士
１月２０日（水） 福祉用具も活用する楽々介助 福祉用具プランナー カルチャー

道具を上手に使うと楽に安 センター
10:00～12:00 全にからだを動かせる！腰痛 島川 弘美 氏 視聴覚室

もなくなっていく♪

※当日はマスクの着用をお願いいたします。


