
今年の目標額は

☆伊達地区 4,200,000円
☆大滝地区 318,000円
《共同募金には税制上の優遇措置が

適用されます》

募金イベント『おたがいさま』
玉ねぎ詰め放題の

地元食材を味わう。集まった募金を伊達のために活用する。参加者みんなが誰かの助けになる。
募金して、楽しく詰めて、美味しく食べよう！

時間：①10:00～11:00 ②11:00～12:00 ③14:00～15:00 ④15:00～16:00

※ご希望の時間を1つお選びください。

場所：伊達市市民活動センター（鹿島町20-1）

申込：要予約（各回40名ずつ）
ＴＥＬ２２－４１２４『おたがいさま』実行委員会事務局（社会福祉協議会内）
※感染症対策のため、住所・氏名・電話番号をお知らせください。

締切：11月1日（火）まで

時間

場所

申込

締切



令和３年度 事業報告

※大滝地区事業

訪問介護事業所運営 （667件）

訪問サービス事業 （97回、49名）

※給食（会食型）サービス事業 （13回、91名）

※外出支援サービス事業 （107日、349名）

※生活援助サービス事業 （257回、 62名）

※入浴サービス事業 （50回、212名）

※大滝区通院支援 （14日、 14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 （6回）

訪問アクティビティ音楽教室 （10回、205名）

家族介護者交流事業(元気回復事業) （6名）

家族介護教室事業 （5回、 110名）

各種資金貸付相談事業 （相談260件、貸付249件）

歳末たすけあい運動要援護世帯援助

（169世帯、1,344,000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 （中止）

地区社協連絡会議の開催 （1回）

地区社協への支援 （12地区）

わっくわっく広場実施支援 （開催地区なし）

わっくわっく広場交流 （中止）

ふれあいチーム活動の支援 （1地区5チーム）

ふれあいいきいきサロン活動の推進

障がい者週間記念事業 （来場者77名）

日常生活自立支援事業 （生活支援員9名、契約8件）

老連、民児協、身障協会等の団体運営の支援

第6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 （中止）

伊達はつらつ元気塾事業（1地区、12回、169名）

ひとり親世帯新入学児童お祝い贈呈事業 （38名）

生活困窮世帯食糧等提供事業 （食糧 17世帯）

（商品券12世帯）

（灯油 なし）

ボランティア新規登録 （個人2件、団体2件）

ボランティア需給調整 （依頼10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 （中止）

ボランティアフォーラムの開催 （オンライン）

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 （5,893件）

総合相談・権利擁護支援事業 （相談4,245件）

認知症介護者のつどい （7回）

認知症サポーター養成講座 （5回）

認知症出前講座・啓発活動 （4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17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4,063,940円）

各種助成制度の活用

令和３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） （中止）

パークゴルフ大会 （中止）

相談業務 （39件、314回）

出前講座・セミナー開催 （5回）

市民後見人フォローアップ研修開催 （2回）

年間施設利用状況（90団体848件、延べ13,038名）

単位：円

収入 金額 支出 金額

 会費収入 3,492,150   人件費支出 130,772,204

 寄付金収入 254,670   事業費支出 18,586,938

 経常経費補助金 54,714,721   事務費支出 7,996,767

 受託金収入 65,312,612   市補助金返還金支出 5,677,307

 貸付事業収入 677,000 　生活困窮世帯支援費支出 227,890

 事業収入 835,850   貸付事業支出 701,000

 介護保険収入 42,839,492   共同募金配分金事業費 1,623,385

 借入金利息補助金収入 1,914,550   助成金支出 2,901,355

 受取利息等 816,287   負担金支出 20,000

 積立金取崩収入等 6,301,046   支払利息支出 1,914,550

 施設整備等補助金収入 12,211,000   設備資金借入金元金償還支出 12,211,000
 設備資金借入金収入 0   固定資産取得支出 528,000
 固定資産売却収入 0 　その他の活動支出 8,280,031

 前期末支払資金残高 18,589,706

合計 207,959,084 合計 191,440,427



８月２９日（月）関内パークゴルフ場において５５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（34,119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。

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４年１０月１３日（木）までに社協へお申し込みください。

－ 伊達の魅力を再発見! バスで巡る歴史と景色♬ － 参 費

定 員

９：００
伊達市市民活動センター集合

市民活動センター 9:10発 → 北黄金貝塚【見学】→ レストハウス梓【昼食】

→ きのこ王国【買い物】→ 花カフェ アイバレー【情報交換・交流】→ 市民活動センター 16:45着(予定)

都合により、行程を変更する場合があります。

令和４年

10 月 20 日（木）

と き

と こ ろ

2022 年 11月 13日(日)
9:30 受付 ／ 10:00 開会 ／ 11:40 閉会

伊達信用金庫コスモスホール

ご来場の際にマスク着用、検温にご協力ください。

主催／伊達市ボランティア連絡会

伊達市社会福祉協議会

introduction

もしもあなたが、病気や障がいのために身体を動かせなくなったとした
ら、どんな人生を想像しますか？
映画が映し出したのは、ふつうの街でふつうの生活を送る人びと。特別
なことといえば、呼吸するための道具・人工呼吸器を使用していること
くらい。淡々とその生活を映し出し、歩んできた人生を見つめた時、浮
かんできたのは日常の尊さ。たくさんの支援が必要だからこそ、多くの
人に出会え、自由に動くことができないからこそ、生きてあることに感
動する。じんわりとこころを揺する、人と人とが織りなす物語。
もしもあなたに、思うように身体を動かせない、そんな日が来た時は思
い出してほしいのです。映画の中を駆け抜けていた、風の音を。
その風に包まれた人と人とが、支えあいながら生きていたことを。
■バリアフリー字幕、音声ガイド付き

お一人様

４００円

入 場 料
(定額募金)

☆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

☆定額募金は全額 ｢赤い羽根共同

募金」へ寄付いたします。
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拡大防止のため、事前申込により人数を制限して開催しますので、ご注意ください。

◇申込期間／令和４年１０月１７日（月）～１１月４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／８４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。

本事業は、赤い羽根共同募金配分金を受けて開催されます。



「社協だより」は共同募金配分金が活用されています。

雪かきサポーターさんを、市内全域から募集します。

☆社会福祉協議会寄付金

イタリアンバル イルクオーレ 10,580円 「おたがいさま」実行委員会 51,862円

「ほんのきもち」買い取り分寄付 10,038円 「ほんのきもち」買い取り分寄付 2,263円

「ほんのきもち」買い取り分寄付 2,335円 ☆ボランティアセンター物品寄贈

カフェBabel 蝦名紫景 2,000円 〔使用済み切手・プリカ、書損ハガキ〕

「ほんのきもち」買い取り分寄付 1,053円 伊達信用金庫本店、㈲猿橋工務店

「ほんのきもち」買い取り分寄付 7,064円 〔その他〕

イタリアンバル イルクオーレ 24,160円 ㈲猿橋工務店／布おむつ

㈲イチユウ岩商 88,000円 匿名／介護用紙おむつ、尿取りパッド

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。（６月４日～９月１５日）（敬称略）

回 日 時 内 容 講 師

１ 10月27日（木） ・認知症を知る。できることを考える。 ・ 伊達市地域包括支援センター

13:30～15:30 ～不安ではないですか？困っていませんか？～ 主任ケアマネジャー

11月９日（水） ・終活のススメ ・ 終活カウンセラー協会認定終活講師

２ 13:30～15:30 遺品整理 ～ 孤独死の現場から見えること ・ 伊達市成年後見支援センター 司法書士

・亡くなる前にしておくこと

11月17日（木） ･辛くないオムツの選び方と使い方 ・ 社会福祉法人思誠会ケアプランセンター

３ 13:30～15:30 (いろいろなオムツの紹介) セイントヒルズ 介護支援専門員 おむつフィッター

･訪問介護の ア*レ*コ*レ* ・ 社会福祉法人伊達市社会福祉協議会

訪問介護事業所サービス提供責任者

11月30日（水） ・スッキリ！リズムステップとセルフストレッチで ・ 社会福祉法人幸清会プライムヘルシータウン湘南

４ 13:30～15:30 頭と身体を整えよう 理学療法士

【体と頭を動かしていこう、自分の身体との スポーツリズムトレーニング協会ディフューザー

向き合い方を知ろう】

５ 12月８日（木） ・頑張らない介護と元気になる食事のはなし ・ 理学療法士

14:00～16:00 実体験です！深いです！是非聞いて頂きたい！ 福祉用具プランナー

■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 ■参加費：無料

☎■申 込 先：伊達市社会福祉協議会 福祉グループ 伊達市鹿島町２０番地1 ２２-４１２４ FAX ２２-１８８８

※興味のある回だけの申込みも可能です。当日はマスクの着用をお願いいたします。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。

◆◆◆◆◆ 各回共通 ◆◆◆◆◆

◆会場：伊達市市民活動センター

◆定員：30名


