
第44回第44回「友愛セール」「友愛セール」
中止のお知らせ

　新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、 6月13日（土）に予定して
おりました友愛セールをやむなく中止させていただくことに致しました。
楽しみにされていた皆様には大変申し訳ございませんが、何卒ご理解い
ただきますようお願い申し上げます。

社協の事業は、皆様の「賛助会費･特別会費･寄付金」などによって支えられております
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令和 2年度　事業計画
　令和という新たな時代においても、人口減少と少子高齢化が着実に進行しています。このことは地
域活力の低下と生活や福祉に係る支え手の不足に繋がっています。一方では、高齢社会の中で、現役
世代と変わらぬ活動を続けている高齢者も増え、ライフスタイルも多様化しています。国は、人生
100年という長寿社会に向け社会保障制度の見直しを進めています。誰もがより長く元気で活躍でき
安心して暮らすことができるよう、就業や学び、生きがいといった生涯にわたって活躍できる環境づ
くりと健康や予防といった健康寿命の延伸を目指しています。しかし、独居や認知症など生活課題を
抱えた高齢者も増加しています。それぞれの地域で多様な主体が関わり、こうした社会的諸課題の解
決に向けた取り組みが求められています。
　北広島市も、人口が令和 2年 1月 1 日現在58,265人と 5年前（平成27年 1 月 1 日現在59,691人）に
比べ1,426人減少しており、また高齢化率は32.2%と 5 年前（27.2%）に比べ5.0%増加するという、人
口減少と高齢化の傾向が続いています。
　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。
　令和 2年度は、「第 6期地域福祉実践計画」（平成27年度～令和 2年度）の最終年度となり、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。

　〇新たに生活支援コーディネーターを配置し、高齢者の生活支援体制の充実に努めてまいります。
　〇令和 3年度からの「第 7期地域福祉実践計画」の策定に取り組みます。
　〇（仮称）手話通訳者養成フォローアップ講座を開設します。
　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高齢者の在宅サービスを実施します。
　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。

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
●テレホンサービス事業 ●物品等の貸出
●除雪サービス事業
●訪問理容サービス事業
●おむつサービス事業
●手話奉仕員養成研修等事業
●赤ちゃんに絵本を贈ろう
●療育キャンプ
●クリスマスパーティー
●福祉バスの運行受付

１．『みんなが支えあう地域づくり』
●地域福祉活動の推進
●福祉団体等の支援
●「北ひろしま福祉のつどい」の開催
●サロン活動の支援
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令和 2年度　資金収支予算

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
●ボランティア団体の支援・連携
●福祉のパネル展
●友愛セール
●ボランティア祭り
●ボランティア
　センター研修会
●ボランティア体験事業
●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
●役員等の研修に関すること
●財務管理に関すること
●人事管理に関すること
●市民への情報提供
●共同募金助成事業
●地域福祉実践計画の
　進行管理及び策定
●苦情解決体制
●団体事務の運営

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 ●生活福祉資金貸付事業
●各種相談員との連携 ●福祉金庫貸付事業
●関係機関・団体との連携
●成年後見センター事業
●法人後見事業
●地域支え合い
　センター事業
●生活支援
　コーディネーター事業
●日常生活自立支援事業
●生活あんしん事業

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
●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

（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 65,836
受託金収入 54,505
貸付事業収入 120
事業収入 9,320
受取利息配当金収入 80
その他の収入 80
法人後見事業（公益事業） 1,073
繰越活動収支差額 4,912

総　合　計 142,446

（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 26,663

在宅福祉推進事業サービス区分 32,564

ボランティア活動推進事業サービス区分 2,607

権利擁護推進事業サービス区分 12,167

生活福祉資金等貸付事業サービス区分 728

法人運営事業サービス区分 66,644

法人後見事業（公益事業） 1,073

総　合　計 142,446
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アオサギの会
　「一人はみんなの為に、みんなは一人の為に、できる
時にできる事を。」をモットーに活動しています。
≪こんなことをしています≫
・ 縫製作業・リハビリ施設での行事のお手伝い・市や社
協事業への協力
≪活動場所≫
　高齢者施設や
　児童養護施設など
≪定例会≫
　第 1月曜日10時～12時
　／北広島エルフィンビル

あゆみの会
　広げよう笑顔をモットーに、福祉施設や社協の協力隊
として活動中です。
≪こんなことをしています≫
・ 福祉施設での活動（縫い物、車いす清掃、外出介助、
季節行事の手伝い）・社協事業への協力・会員の親睦（新
年会、会員研修旅行、食事会など）・各自、各地域で
のボランティア活動運営の協力
≪活動場所≫
　福祉施設など
≪定例会≫
　第 2月曜日10時～12時30分
　／北広島エルフィンビル

布のおもちゃライブラリー「赤い実の会」
　布のおもちゃを通して子ども・人との交流を願って制作
しています。団体・サークル・個人に貸し出しもしています。
≪こんなことをしています≫
・ 布のおもちゃを制作・点検、修理・布のおもちゃの貸
し出し・市や社協事業への協力
≪活動場所≫
　北広島エルフィンビルなど
≪定例会≫
　 制作日／第 2・第 4金曜日10時～15時　北広島エルフィン
ビル（ 8月・1月の第 2金曜日と12月第 4金曜日は休み）

　天使の園ライブラリー
　毎月第 4水曜日　13時～14時（12月は休み）

北広島市赤十字奉仕団
　地域の陰の力となって、みんなのしあわせをねがって
活動しています。
≪こんなことをしています≫
・ 災害時支援活動・高齢者のふれ愛クリスマスパー
ティーの開催・高齢者施設での傾聴、行事での補助・
学校、施設、企業への雑巾寄贈・市や社協への協力

≪活動場所≫
　 高齢者施設、
　北広島エルフィンビル、
　夢プラザ、
　大曲会館や
　西の里会館など

北広島ガイドヘルパーの会「アイ」
　障がい者や高齢者へのガイドヘルプや、福祉学習の支援に
よって福祉の向上に役立つことを目的として活動しています。
≪こんなことをしています≫
・ 視覚障がい者へのガイドヘルプ、レクリエーション、
旅行の実施・市内小中学校での

　総合学習支援（アイマスク、
　白杖体験）・行政との意見交
　換会・社協事業への協力
≪活動場所≫
　北広島エルフィンビル等
≪定例会≫
　第 2水曜日10時～12時／北広島エルフィンビル

北広島市無線赤十字奉仕団
　アマチュア無線の電波を使い、万が一の時のために、
非常用無線通信訓練等を行っています。
≪こんなことをしています≫
・ 非常用無線通信訓練・全道各地で
　の移動運用・社協事業への協力
≪活動場所≫
　全道一円
≪定例会≫
　第 3金曜日18時～20時
　／北広島エルフィンビル（ 3・6・9月を除く）
　第 3土曜日21時～22時
　 オンエアーミーティング145.38MHz付近（ 3・6・9月を除く）

市内の福祉施設やボランティアセンターの各
種事業で活動しているボランティア団体をご
紹介します。一緒に活動してみませんか？ボランティア情報
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北広島要約筆記サークル
　聴こえない人の耳になります。私たちの文字が情報を
伝えます。
≪こんなことをしています≫
・ 聴覚障がい者への要約筆記による
　情報提供・社協事業への協力
≪活動場所≫
　北広島エルフィンビルなど
≪定例会≫
　第 1・第 3火曜日19時～21時／北広島エルフィンビル

白樺会
　お茶の間で、みんな楽しく助け合いながら、明るく活
動しています。
≪こんなことをしています≫
・ お茶の間西の里の実施
・社協事業への協力
≪活動場所≫
　高齢者施設など
≪定例会≫
　第 2土曜日10時～15時／西の里公民館

いいとも会
　施設での縫物、繕い物など、楽しく活動しています。
≪こんなことをしています≫
・ 縫物、繕い物
・施設行事のお手伝い
・社協事業への協力
≪活動場所≫
　障がい者施設
≪定例会≫
　第 1水曜日 9時～15時／北ひろしま福祉会

星槎道都大学ボランティア研究部
　今年も一生懸命ボランティアに励んでいきたいと思います。
≪こんなことをしています≫
・ 認知症カフェの運営
・通学路のごみ拾い
・社協事業への協力
≪活動場所≫
　広葉交流センター「いこ～よ」など
≪定例会≫
　月に一度／キャンパス内

北広島手話の会
　「手話」魅力あることば、たくさんの出会いで手と手
をつなぎましょう。
≪こんなことをしています≫
・ 手話学習会・ろうあ者との交流及び研修会・手話通訳
活動・社協事業への協力

≪活動場所≫
　北広島エルフィンビル・
　夢プラザなど
≪定例会≫
　毎週金曜日19時～20時30分（北広島エルフィンビル）
　毎週土曜日13時30分～15時（北広島エルフィンビル）
　第 4金曜日19時～20時30分（夢プラザ）

北広島朗読ボランティア“ひびき”
　読むことに不自由を感じられている方に、ご希望のも
のをお読みします。対面朗読を体験してみませんか。
≪こんなことをしています≫
・ 朗読作品の制作・リーディングサービス
・対面朗読サービス・「午後の朗読会」の開催
・FMメイプルの番組への参加
・社協事業への協力
≪活動場所≫
　図書館など
≪定例会≫
　第 3火曜日13時30分～

K.L.U.C.（Kind Love Union Club）
　いつも楽しくをモットーに、メンバー仲良く活動して
います。
≪こんなことをしています≫
・ 市内の障がい児・者との交流（外出レクリエーションなど）
・社協事業への協力
　（療育キャンプや
　クリスマス会の企画、
　運営など）
≪活動場所≫
　北広島エルフィンビルなど
≪定例会≫
　不定期

※定例会等の日時が変わることもあります。
　詳しくは、ボランティアセンターへお問い合わせください。
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救急情報キット

エルフィンバトンとは？
【こたえ】
　救急隊員に持病や飲んでいる薬など必要な情報を伝えるものです。

【 使 い 方 】

① 情報カードを記入します。
② 容器に情報カードを入れます。
③ 冷蔵庫ドアポケットに入れて保管します。
④ 玄関ドアの内側に目印シールを貼ります。

＜お問い合わせ＞
　　　北広島市地域支え合いセンター

　　住所：栄町 1丁目 5 - 2 北広島エルフィンビル 2階
　　電話：（011）378-4277

【エルフィンバトン及び情報カード配布場所】

名称 場所・電話

市役所
　高齢者支援課
　福祉課
　各出張所・連絡所

中央 4丁目 2 - 1
☎ 372-3311（内線2152）
☎ 372-3311（内線2143）
西の里、大曲、西部
団地住民センター

地域支え合いセンター

栄町 1丁目 5 - 2
北広島エルフィンビル 2階
社会福祉協議会内
☎ 378-4277

障がい者生活支援センター
みらい

南町 4丁目 1 - 1
地域サポートセンターみなみ内
☎ 376-7776　

障がい者就労支援センター
めーでる

朝日町 2丁目 6 - 9
☎ 372-5525

【 対 象 者 】

高齢者

❶ 65歳以上の方だけの世帯
❷  同一世帯に65歳未満の方がいて、配布
を希望する方

障がい者等

❸ 次のいずれかに該当し、配布を希望する方
　（❶に該当する方を除く）
Ａ  身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者
保健福祉手帳のいずれかを持っている

Ｂ  特別児童扶養手当、特別障害者手当、障
害児福祉手当のいずれかを受給している

Ｃ  障がい福祉サービス等、自立支援医療、
特定疾患医療のいずれかの受給者証を
持っている

みなさんご存知ですか？

ますす

帯

【相談無料】 ご相談は011-378-4285へどうぞ。

北広島市成年後見センターをご利用下さい北広島市成年後見センターをご利用下さい
　北広島市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。

頼れる家族
がおらず将
来のことが
心配。

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。
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機器 料金 
印刷機 
（原稿１枚につき３０枚以上から） 

原稿１枚につき４０円、インク代片面１枚１円 
※用紙代がかかります（持込可） 
A4 ： 1枚1円　A3 ： 1枚2円 
A4 白黒 ： 1枚５円　A4カラー ： 1枚１０円機ーピコ

貸出場所にて、借りる方の「お名前・住所・連絡先」を控えさせていただきます。
身分証明書、印鑑などは必要ありません。 

貸出場所   ＊社会福祉協議会　＊各出張所（大曲・西の里・西部）　＊団地住民センター※
　　　　　＊夢プラザ※　＊中央公民館※　＊エルフィンパーク※　　　（※土日でも貸し出し可）

＊対象＊
自治体・町内会や地域活動を

行っている団体
（政治・宗教・営利を除く）

＊利用日時＊
月曜日～金曜日

（祝日・年始年末を除く）
午前９時から午後４時まで

＊利用について＊
事前に予約をお願いします
印刷機の操作は利用者に
お願いしています。 

製本作業を行うための作業スペースがあります。（無料） 
横断幕や垂れ幕用の印刷機もあります。白黒・カラーや用紙サイズなどで料金が異なり
ますので事前に問い合わせてください。完成まで１週間程度かかります。 

印刷機・コピー機が利用できます

車いすの貸し出し（無料）

対象：市内にお住まいの方 貸出期間：通算６か月以内

　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CDを貸し出しておりますのでご利用ください（CDの製作は、朗読ボラ
ンティア“ひびき”のご協力をいただいています。）。

　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

北広島市社会福祉協議会　賛助会員・特別会員のご案内

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
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●東光ストア

西口　●
駅前西口公園

●北広島郵便局

●北洋銀行

●北海道銀行

↑
至 

札
幌

至 

千
歳
↓

Ｊ
Ｒ
北
広
島
駅

北
進
通

●北広島エルフィンビル 2Ｆ
　社会福祉協議会
　　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

心配ごと・悩みごと  ありませんか？

社会福祉協議会ご案内

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　13：00～16：00
相談方法　来所又は電話
　　　　　心配ごと相談所
　　　　　（北広島エルフィンビル２階相談室A）
　　　　　☎372-1640

寄 　 贈 　 品  　　（５月22日現在）（敬称略）
◆リングプル◆
大曲西部地区民生委員児童委員協議会（1.8kg）／NPO・
連・きたひろしま（14.4kg）／ミニデイサービスすずら
ん（500g）／老人クラブ老相会（ 4 kg）／栄町団地町内
会（3.1kg）／草野作工株式会社（1.4kg）／北広島市立双
葉小学校（39.6㎏、使用済み切手5,108枚）／第 1住区地
区社会福祉委員会（240g）／西の里茶話会（5.9㎏、使用
済み切手多数、エコキャップ1.8㎏）／佐藤紀子（102g、
使用済み切手18枚）／小野英和（6.2kg）／皆川辰夫（900g）
／谷浦寛茂（550g）／明本修一（8.3㎏）／匿名 7名（19㎏、
使用済み切手多数）

◆雑巾◆
赤十字奉仕団大曲分団（400枚）／赤十字奉仕団東部分団
（390枚）／赤十字奉仕団西の里分団（320枚）

◆使用済み切手◆
社会福祉法人慈光園ケアハウスきたひろしま（多数）／
北駿建設株式会社（多数、エコキャップ154g）／表敏勝（多
数）／匿名 3名（多数）

◆やすらぎチェアー用カバー◆
匿名（手縫いキルトカバー）

◆紙おむつ◆
㈱サッポロドラッグストア－（大人用おむつ等19袋、子
ども用おむつ15袋、洗濯用洗剤53.9kg、ゴム手袋 1袋、キッ
チンタオル 4袋、ティッシュ1500枚入 1袋）／匿名 2名（ 9
袋、テープ式25枚、
尿取りパッド 2袋）

◆マスク◆
布のおもちゃライブ
ラリー「赤い実の会」
（布マスク50枚）／
㈱もりた（43セット、
手指消毒剤 2本）

寄 　 付 　 金  　　（５月22日現在）（敬称略）
札幌日本大学高等学校JRC（カレンダー募金として）
 53,520円
北駿建設株式会社 100,000円
社協カウンター募金箱 11,675円
匿名 8件 87,711円

特　別　会　員 　　（５月22日現在）（敬称略）
開建工業㈱広島支店
北英電工㈱
社会福祉法人北海長正会
　北広島リハビリセンター
沿岸バス㈱札幌営業所
㈱アールアンドイー
㈱もりた
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
ひらい歯科医院
高台内科クリニック
小児科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
小屋デンタルクリニック
能登原歯科医院

◆◇◆人事◆◇◆
次の職員が新しく加わりました。よろしくお願いいたします。

佐藤珠美（準職員）、香川波花（準職員）

㈱もりた

障がい児・者療育キャンプの中止について

　例年 7月中旬に20歳以下の障がい児・者を対象と
して開催している「療育キャンプ」は、参加者や家
族、ボランティアが、屋外または屋内活動を行うほ
か、宿泊やバスでの移動が伴う事業であるとともに、
市内関係機関・団体の方々にもご協力いただき開催
しております。
　今年度も同規模での事業を計画しておりましたが、
新型コロナウイルス感染拡大防止及び「 3つの密」
を避けるとともに、参加される皆さまの健康と安全
を最優先に考え、大変残念ではありますが中止させ
ていただくこととなりましたのでご理解のほどよろ
しくお願い申し上げます。

社
協
の
広
報
紙「
明
る
い
ま
ち
」を
読
む
こ
と
が
不
自
由
な
方
に
は
、Ｃ
Ｄ
を
貸
出
し
て
い
ま
す
の
で
、ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

声
の
広
報

（
Ｃ
Ｄ
の
貸
出
し
）

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
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