
　北広島市地域支え合いセンターでは、きたひろしまおれんじメイト（認知症サポーター養成講座及びステッ
プアップ講座修了者）を中心に、認知症への理解を呼びかけるための様々な活動を行っています。

認知症の普及啓発の色であるオレンジ色のマ
リーゴールドを育て、認知症への関心や理解を
してくれる支援者を募りました。プラカードに温
かいメッセージが添えられています。

「９月の世界アルツハイマー月間」に認知症書籍をみんなにも
読んでほしいという思いを込めＰＯＰ（本の紹介カード）を作成
して図書館で周知をしています。※10月10日（日）まで展示。

認知症サポーター養成講座を受講した証として配布し
ている認知症サポーターカードの製作をお手伝いして
いただいています。

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

　　　　社会福祉法人
発行 北広島市社会福祉協議会

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  011－372－1698

ホームページアドレス　https://www.shakyo.or.jp/hp/34/
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「赤い羽根共同募金」
令和3年度募金期待額　　4,000,000円

北広島市
共同募金委員会

＜市町村地域助成＞…162,071円
◆社協事業（120,000円）
　○障がい児・者クリスマスパーティー（60,000円）
　○赤ちゃんへ絵本を贈ろう（60,000円）
◆事務費（42,071円）

＜全道広域助成＞…99,000円
◆機器整備事業
　特定非営利活動法人　北のまちかど
　収納庫（上置き、下置き各2台）、スチールロッカー1台

99,000円

（集まった募金は、令和3年度に次のとおり助成しました）
令和2年度赤い羽根募金額　2,699,546円

　赤い羽根共同募金は、学校教育、障がい者やお年寄りの福祉サービス、市民の皆さんが福祉活動に積極的
に参加できるような環境づくりのための資金確保を目的として行われています。皆さんのご協力をよろしく
お願いします。

「じぶんの町を良くするしくみ」

　北海道共同募金会会長表彰永年勤続奉仕者とし
て、 2名の方が表彰されました。10年以上にわた
り、奉仕団員として活動に従事し、地域のため率
先してご協力いただいています。（敬称略）
　西部地区分団　　　　白井　喜美子
　第 4住区地区分団　　菊地　誠

令和3年度北海道共同募金会
会長表彰永年勤続奉仕者

　11月21日から12月20日まで行われます。集まっ
た募金は、「歳末たすけあい見舞金」として支援
の必要なひとり親世帯・障がい者世帯・高齢者世
帯へ贈りますので、ご協力よろしくお願いします。
※ 今年度の歳末たすけあい見舞金については、市
広報誌（11月 1 日号）をご覧ください。

歳末たすけあい募金
令和3年度募金期待額　2,000,000円

　北広島市共同募金会（社協内）と各地区奉仕団分団（ピンバッジのみ）で取扱いしていますので、多くの
方のご協力をお待ちしています。※数量限定となっております

ピンバッジ （500円／個）
クリアファイル（200円／枚）

赤い羽根共同募金とpiaproがコラボしました。
募金のご協力をお願いいたします！
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　本会では、新型コロナウイルス感染症のワクチンの予約や家族等との交流のためにスマート
フォン等にふれる機会が増えていることを受け、ソフトバンク株式会社様等と連携し、誰でも
気軽に参加でき、スマートフォンとズームの使い方を学べる２つの講座を定期的に開催します！

日　程　10月21日（木）、11月４日（木）、12月２日（木）
時　間　各日２回開催（①10：00～、②13：30～）
講　師　ソフトバンク認定講師

持ち物　筆記用具

内容等　 ・１人１台実演機をお貸しし、スマホの操作を体験します！

・ソフトバンク以外の携帯をお使いの方、ガラケーの方でも参加可能です。

【はじめてのスマートフォン講座～基礎の基礎から学ぶ～】

【はじめてのZ
ズ ー ム

oom体験講座～まずはさわってみよう！～】
日　程　11月18日（木）、12月16日（木）
時　間 10：00～
講　師　第１層生活支援コーディネーター　小山　他

持ち物　ご自身のスマートフォン・タブレット・パソコン

内容等　 ・ズームってなに？使うのにどのくらいお金がかかるの？

・はなれた地域の活動をズームでのぞいてみよう！　等

定　員　各回先着10人　　参加費　無料　　時　間　２時間程度
場　所　北広島エルフィンビル２階（栄町１丁目５－２）
申込み　 各講座の開催日の10日前までに担当 小山・柴田まで下記までご連絡ください。

電　話　372－1698　ＦＡＸ　372－1704
メール　kitahiroshakyo@rose.ocn.ne.jp
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【シトラスリボンプロジェクトとは？】
コロナ禍で生まれた差別や偏見を耳にし
た愛媛県の有志が作ったプロジェクトで
す。シトラスカラー(愛媛特産の柑橘を表
す色)で三つの輪（地域・家庭・職場また
は学校）のリボンを身に着けたり飾ったり
することで賛同を表します。

　社協では令和3年4月からこの活動に賛同し、活動をはじ
めました。今ではたくさんの企業や団体・そして個人の方が
資金面や製作にご協力くださり、当初予定数の8,000個を
作り上げることができました。リボンは地域の方の手元に届
くように、たくさんのかたのご協力で市内の施設や病院、高
齢者施設などに配布・設置しています。
　コロナ禍の中に居ても居なくても、「ただいま」「おかえり」
といいあえる暮らしやすいまちに。
　リボン製作数は予定に達しましたが、その後もみなさんの
関心は止まらず、それぞれが独自でリボンを製作して活動を
続けています。

《これまで賛同・協力いただいた企業や団体（順不同）》
明治安田生命北広島営業所／介護サービス連絡協
議会／北広島医師会／ヤマキ鈴木商店／ホクト商
会北広島支店／マックスバリュ北広島店(幸せの黄
色いレシートキャンペーン)／聖芳園／札幌日大中・
高一貫ボランティア部／東部中学校いなほ学級／
星槎道都大学大島ゼミ／星槎道都大学ボランティ
ア研究部／星槎国際高校北広島学習センター／北
広島市赤十字奉仕団／あゆみの会／赤い実の会／
白樺会／西の里おれんじカフェ／NPO法人ゆとり
の／各地区の高齢者支援センター／ぽると／うえは
ら生花店／焼き鳥キッチンあじと／仕出し弁当ぐん
平／北広島商工会／シルバー人材センター／イシ
ヤカフェ北広島市役所店／どんぐり／おむすびｃａｆｅ
粒／フードＤ365虹ヶ丘食彩館／ＪＲ上野幌駅／新
札幌自動車学校／西の里郵便局／西の里会館／ほ
のか／森のゆ／アルトラーチェ／北広島市／個人
ボランティアの方々／市内の病院・高齢者施設等

北広島市社会福祉協議会は、
シトラスリボンプロジェクトに賛同しています
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■除雪サービス
　除雪作業が困難な高齢者や身体障がい者の世帯に日常生活に必要な通路の除雪を行います。
実施期間　依頼した日から令和 4年 3月31日まで
実施日等　 およそ10㎝以上降雪があったとき。（除雪車の出動時）

1日 1回を原則に正午頃までに除雪します。
除雪範囲　 玄関から公道までの通路部分（公道への出入りが可能な範囲）

※駐車場や物置前は対象外です。
担当世帯　 対象世帯とご協力いただける方の住所等を考慮し、社協で決定させていただきます。

※対象となる世帯の状況により、担当していただく世帯がない場合があります。
謝　　礼　 1世帯あたり　21,000円（ 1シーズン）
申込期日　10月29日（金）までに社協へご連絡ください。

■配食サービス
　食事を作ることが困難な高齢者や障がい者だけの世帯に夕食を届けます。
配 食 日　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
時　　間　14時頃～15時半頃まで
内　　容　 配送ボランティア：自家用車で利用者宅をまわります。

配食ボランティア：配送ボランティアの自家用車に同乗し、利用者へ夕食を届けます。
※週 1回程度、活動可能な日を調整させていただきます。

ボランティア募集！！

収集ボランティア
北広島市社会福祉協議会では、以下の物品を集めています。
たくさん集まることで貴重な財源になり、環境に優しいリサイクル活動にもなります。
ご協力をよろしくお願いいたします。
●リングプル
　 ご協力いただいたリングプルは江別市にある「リングプル再生
ネットワーク」に送ります。リングプルが約700㎏貯まると車い
す１台に換えられ、通院や旅行等で一時的に車いすが必要な方へ
の貸し出しや、小・中学校での車いす体験授業で活用されています。
●使用済み切手
　 社協に集められた使用済み切手はボランティアの方々に整理され
たのち、公益財団法人緑の地球防衛基金に送ります。国内外のコ
レクターに販売され、売却益はアジアやアフリカの植林活動に役
立てられています。
●書き損じはがき
　 郵便局で切手やはがきに交換し、社会福祉協議会の活動に役立て
られています。

※エコキャップ、ベルマーク、使用済みカード類等は現在収集しておりません。
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生活福祉資金貸付制度

教育支援資金のご案内

○教育支援資金の種類
　学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校（高等課程、専門課程）
が対象となります。また、未払いの費用のみ貸付対象とします。

◆教育支援費：上記学校の授業料などに必要な経費

教育支援費
（貸付限度額／月）

・高等学校
専修学校
高等課程含む

高等専門学校
・短期大学
専修学校
専門課程含む

大　　学

35,000円 60,000円 60,000円 65,000円
※特に必要と認められる場合に限り、限度額を引き上げることが可能です。

◆就学支度費：上記の学校に入学する際に必要な入学金（入学時のみ対象）

就学支度費
（貸付限度額）

・高等学校
専修学校
高等課程含む

高等専門学校
・短期大学
専修学校
専門課程含む

大　　学

500,000円
※入学する学校の入学金等を、限度額の範囲で貸付します。

　「生活福祉資金貸付制度」は、他の貸付制度が利用できない低所得世帯や障がい者世帯、
高齢者世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活
の安定と経済的自立を図ることを目的とする社会福祉制度です。
　「教育支援資金」は、生活福祉資金の中の一資金です。資金を貸付することにより、進
学や修学の継続を支援し、世帯の将来的な自立につなげることを目的としています。
　修学中から、卒業後に就職して返済を終えるまで、継続的に相談支援する制度です。
　原則として、就学する本人が資金の借受人となり、世帯の生計中心者が連帯借受人と
なって資金の貸付を行います。

○貸付利子・返済（償還）期間
・貸付決定時に定めた返済期間内においては、無利子です。
　ただし、返済期間を過ぎても返済が完了しない場合、残元金に対して年 3％の延滞利子が発生します。
・当該の学校を卒業後、最長 6カ月の据置期間を経て、返済（償還）が始まります。
・  返済期間は最長で20年です（貸付額により期間の制限があります）。毎月、計画に沿った金額で返済していただき
ます。

・原則として、金融機関からの口座引落しをご利用いただきます。

■教育支援資金より優先して利用いただく他の公的貸付制度
・  他の貸付制度を利用することが可能な場合は、他制度を利用いただきます。利子等の貸付条件を理由として本
資金を利用することはできません。

・  国の教育ローン（申込先／日本政策金融公庫）や日本学生支援機構（申込先／各学校）があります。また、母
子父子寡婦世帯の場合は、母子父子寡婦福祉資金（申込先／北広島市役所　子ども家庭課）を優先していただ
きます。
■民生委員等の相談支援
・  借受世帯の生活の安定や立て直しを図ることを目的としていることから、お住まいの地区の民生委員等が相談・
支援にあたります。
■貸付の決定について
・  貸付は北海道社会福祉協議会により審査を行い決定します。申込みから審査、決定、送金まで 1カ月半から 2
カ月程度日数を要しますので、早めにご相談ください。

生活福祉資金は世帯の自立を支援するための貸付制度です
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北広島市社会福祉協議会　新評議員（敬称略）

【任期】令和 3年 6月25日～令和 7年度定時評議員会終結時まで

西村　昭光 地区社会福祉委員会

鵜沼　廣志 地区社会福祉委員会

藤本　秀樹 地区社会福祉委員会

秋島　玉江 地区社会福祉委員会

在原　初子 地区社会福祉委員会

浅野　靜夫 地区社会福祉委員会

岩城　文彦 地区社会福祉委員会

佐々木　孝雄 地区社会福祉委員会

眞木　早苗 ボランティア団体

遠藤　隆子 ボランティア団体

石丸　勝三 民生委員児童委員

大西　登志子 民生委員児童委員

今井　正朗 自治会・町内会

畠山　勝 自治会・町内会

丹治　叔人 自治会・町内会

堀川　廣行 自治会・町内会

小林　哲治 自治会・町内会

関口　誠 自治会・町内会

野内　忠美 自治会・町内会

阿知良　信夫 老人クラブ連合会

佐藤　みどり 障がい者団体

宮本　みはる 社会福祉及び社会教育団体

及川　幸紀 社会福祉及び社会教育団体

横山　スミ 社会福祉及び社会教育団体

小澤　強 社会福祉及び社会教育団体

石井　邦夫 社会福祉及び社会教育団体

島谷　清張 社会福祉及び社会教育団体

大西　紀子 共同募金会

藤木　幹久 学識経験者

千葉　則理 学識経験者

北広島市社会福祉協議会　新役員（敬称略）

【任期】令和 3年 6月25日～令和 5年度定時評議員会終結時まで

理事 松本　敬司 地区社会福祉委員会

理事 吉田　正 地区社会福祉委員会

理事 三國　勝美 地区社会福祉委員会

理事 若林　三市 地区社会福祉委員会

理事 和田　茂子 ボランティア団体

理事 杉山　節子 ボランティア団体

理事（副会長） 伊藤　正秀 民生委員児童委員

理事（副会長） 小池　隆史 自治会・町内会

理事 長谷川　勉 自治会・町内会

理事 志田　学 老人クラブ連合会

理事 森　光子 障がい者団体

理事 三木　千晶 社会福祉施設

理事 三上　勤也 主管部長

理事（会長） 川島　光行 学識経験者

理事（常務理事）三熊　秀範 学識経験者

監事 伊与　信一

監事 雨宮　正

【相談無料】 ご相談は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。福祉サービ
スの利用援助や日常的な金銭管理についてのご相談もお受けします。
　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。

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。

「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。

～高齢者が安心して暮らせる地域づくりを
目指し下記の業務を行っています～
〇認知症支え合い事業
　傾聴ボランティアが 2人 1組で、認知症
高齢者宅を訪問し、話し相手や見守りを行
います。
〇認知症サポーター養成講座
　認知症の理解を地域に広めるため、講師
を派遣し、認知症についての講座を開催し
ます。
〇エルフィンバトン（救急情報キット）
　緊急時における必要な情報を伝えるバト
ンを、65歳以上の世帯や障がいをお持ちの
方に配布しています。

北広島市地域支え合いセンターを
ご利用ください

北広島市地域支え合いセンター
（☎378－4277）
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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  （9月14日現在）（敬称略）

◆リングプル◆
～リングプル再生ネットワークへ送付し車いすとして活用します～

NPO・連・きたひろしま／栄町団地町内会／北広島市クリーンセ
ンター／北広島デイセンター／北広島西の里郵便局／アートデ
ザイン工房サークル一同／エルフィンパーク市民サービスコー
ナー／星槎道都大学ボランティア研究部／共栄町ボランティア
秋桜会／小野英和／森勝男／本間悦子／安部明子／匿名12件

◆使用済み切手◆
～公益財団法人緑の地球防衛軍へ送付し、アジアやアフリカの植林活動に役立たせています～

北広島西の里郵便局／ケアハウスきたひろしま／長船祐子
／森勝男／安部明子／福島和子／匿名3件

◆未使用はがき・書き損じはがき◆
～社会福祉協議会の活動に活用します～

安部明子／匿名1件
※エコキャップ、ベルマーク、使用済みカード類は現在収集しておりません。

◆その他◆
～市内の福祉施設や関係団体等へ～

㈱サッポロドラッグストアー（介護用品、ペット用品等）／アー
トデザイン工房サークル一同（手作りフラワーアレンジメント
作品）／札幌日本大学中学校・高等学校中高一貫ボランティ
ア部（手作り布マスク）／㈲菱畜フーズ（花苗）／㈱セブン-イ
レブン・ジャパン（食料品、生活用品等）／農業法人合同会
社丸広プロジェクトFarm丸チャン（農産物）／長船祐子（介護
用品）／細野登志子（介護用品）／中谷文彦（介護用品）／細
野愛美（軍手）／匿名6件（介護用品、米、新品タオル、毛糸、
子ども用エプロンなど）

寄 　 付 　 金  （9月14日現在）（敬称略）

㈱松乃家観光 1,763円
社協カウンター募金箱 8,697円
匿名4件 23,000円

●東光ストア
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●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

社会福祉協議会ご案内

開運興産㈱北広島営業所
㈱創飾舎
道央農業協同組合北広島支店
㈱アール・アンド・イー
㈲ドリーム自動車販売
旭イノベックス㈱北広島工場
高台内科クリニック
㈱松乃家観光
天使の園
ヤクハン製薬㈱
エスポワール北広島
㈱ターフテック
聖芳園
北海道リハビリー

㈱ホクト商会
㈱見方
北の台クリニック
田島工業㈱
㈱興発スパイラル製作所
興徳寺
北ひろしま福祉会
ピーエス工業㈱札幌工場
北広島理容組合
㈱ヤマキ鈴木商店
沿岸バス㈱札幌営業所
㈲うえはら生花店
北広島商工会
えぽっく

道路建設㈱札幌工事事務所
㈱児玉工務店
協業組合エクセル三和
㈱須田製版
ワイディープラスチックス㈱
㈱けいしん水道設備
北広島病院
佐々木・広谷建設㈱
きたひろしま整形外科
㈱山根園ウエストヒル
北栄運輸㈱
北広島希望ヶ丘病院
北洋銀行北広島中央支店
開建工業㈱広島支店

㈲GOTO
順天病院
北海長正会北広島リハビリセンター
㈲イシケン
北海道熊さん㈱
東部さくら眼科医院
㈲大谷商事
おくだ歯科医院
ケアハウスきたひろしま
加藤産業㈱北海道支社
札幌ゴルフ倶楽部輪厚コース
㈱丸寛佐藤電気
西の里恵仁会病院
広島富田造園㈱

『特別会員』としてご協力ありがとうございます （9月14日現在）（敬称略）

札幌日本大学中学高等学校中高一貫ボランティア部 ㈲菱畜フーズ

◆◇◆人事◆◇◆
小山祐司（生活支援コーディネーター）
大内恵（地域支え合い支援員）

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（来所相談は要予約）
　　　　　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

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。
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