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知る！ 食べる！ 体験する！

7 月 7 日（日）10:00～13:30

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）

実施主体：ふれあい広場2019だて実行委員会（事務局：社協内）

入場無料

小雨決行

ふくしの体験コーナー、福祉団体・施設の活動紹介や製品の即売会、軽食など、全２８ブース出店予定。
その他にも見て楽しむステージイベント、遊べるレクコーナー、フリーマーケットなども充実！

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、

みんなで福祉のまちづくりを盛り上げていくことを目的に開催します。

出店ブース内容
（一部）

ふくし体験スタンプラリー

手話や点字などの８つの体験ブースの

うち、５つを体験してスタンプを集め

た方にプレゼントをさし上げます。

こども縁日・レクコーナー

射的やわなげで小さなお子

様も一緒に楽しむことがで

きます。また、レクコーナ

ーは無料で何度でも楽しむ

ことができます！

遊ぶ

授産製品の即売会、軽食販売

施設利用者の手工芸品や、ぶた串・焼

きそば・フランクフルトなどをご用意

してお待ちしています！

買う・食べる体験する

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。

同日・同会場にて開催します。

14:00 ～ 15:30

チケット １枚1,000円
（飲み物・ぶた串券のセット）

前売り券は社協で購入できます。

当日券もご用意しています！

他にもおいしいグルメが満載!!

この事業の収益金は、社協の地域福祉推進事業に寄付されます。



２０１９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。２０１９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

★障がい者スポーツ交流会の開催支援

★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）

★はつらつ倶楽部の開催支援 ★いきいきデイサービス事業への協力（大滝地区）

★生活困窮者に対する安心サポート事業 ★伊達市期日前投票移動支援事業（大滝地区）

★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
★除雪サービス事業
★各小学校総合学習への支援
★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）

★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 ５８，４５３
寄付金収入 ３６０ 共同募金配分金事業 ３，７６０
経常経費補助金収入 ４８，７９３ 生活支援事業 １４，６１２
共同募金配分金収入 ３，６７０ ボランティアセンター事業 ２３５
受託金収入 ６６，３０９ 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 ２１９
事業収入 ９０ 訪問介護事業 １９，６８１
介護保険事業収入 ３８，０３７ 地域包括支援センター事業 ７９，１６６
その他の収入 ８１２ 総 合 計 １７６，６７７
積立資金取崩収入 ４，９１７
拠点区分間繰入金収入 １，０００
サービス区分間繰入金収入 ６，４１９
前期末支払資金残高 ２，０００

総 合 計 １７６，６７７

収支予算

平成30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１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、減災対策グッズなど

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

今年は１０月セミナーに合わせて『大人の食育イベント』も開催決定！
～専門家に聞こう！摂食嚥下・栄養サポート～ 詳細はミニ福祉機器展案内にて発表！

■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（第３回のみ材料費として１人500円） ■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。

回 開 催 日 時 間 会 場 内 容

１ ８月２日(金) 13:30～15:30 社会福祉協議会 全国に広がる新しい介護：ノーリフト○Ｒ

講堂 （抱えない）で家族でも楽々安全に

２ ９月１日(日) 13:00～15:00 カルチャーセンター さまざまな福祉用具を見て！触れて！

講堂 からだに負担のない安全な介護を体験

だて歴史の杜
『家族と一緒に楽しい食事、お家で簡単★

３ 10月12日(土) 11:00～13:00 食育センター 介護食チャレンジクッキング』

自分達で作ってみよう！食べてみよう！

４ 11月１日(金) 13:30～15:30
社会福祉協議会 もれない、辛くないおむつの選び方・

講堂 使い方と災害時緊急時のトイレの考え方

５ 12月４日(水) 13:30～15:30
社会福祉協議会 魔法のつるつるシートを使いこなして

講堂 力任せにならないやさしい方法に介護改革

今年は『
減災対策

』も提案
！

平成３１年１月２３日～令和元年５月１４日
☆ 社会福祉協議会 寄付金（敬称略）

氏 名 寄付金額 趣 旨

森岡 誼子 150,000円 社会福祉法人ビバランド会長 故・森岡永吾様のご逝去に際して

小倉 定一 5,000円 社会福祉のために

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49回チャリティーダンスパーティー(2019年前期)」入場料の益金

伊達市ダンススポーツクラブ 10,000円 「チャリティー2019春のダンスパーティー」益金の一部を福祉のために

フラワーダンスサークル 30,000円 ダンスパーティー益金を福祉のために

☆ 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〕

㈲猿橋工務店、NPO法人いきいき茶ろん、雨峰書道同好会、竹内郁夫、ふみだす

〔その他〕

㈲猿橋工務店／タオル、カーブス伊達インター／食料品（乾麺、缶詰など）、西友クラブ／雑巾、

JXTGエネルギー㈱室蘭製造所／JXTG童話賞作品集『童話の花束』、

㈱ツルハホールディングス・クラシエホールディングス㈱／車いす（各１台）

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。



よりおしらせ

ピンバッジをお求めの方は、

伊達市共同募金委員会（☎22-4124）までご連絡ください。

寄付金つきピンバッジ １個500円
制作費以外はすべて募金になります。

伊達市限定 赤い羽根共同募金 寄付金つき

が登場!!

名前は「ぽっけ」
です.
（アイヌの言葉で
“あたたかい”を
意味します）

数量限定!!

ふれあい広場2019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７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１０日（月）～６月２６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７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３日（月）～６月２１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２０１９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。

参 加 者 募 集

◆開催日時／８月２６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２４日（水）～８月１４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。

７月１日付で、自治会様宛に「令和元年度 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。


