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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電話 011−372−1698
ホームページアドレス http://kitahiroshakyo.ec-net.jp

第41回

北ひろしま福祉のつどい

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
日時

10月15日（土）10：00〜12：30 入場

場 所 芸術文化ホール（中央６丁目2−1）
9：30
10：00

無料

開場 受付
開会

勇太鼓（北ひろしま福祉会）
表彰状・感謝状の贈呈

10：35

福祉活動発表会
★ミニデイサービスまつぽっくり南ヶ丘
「ミニデイサービス」
★第二住区「地域のお茶の間」運営委員会
「子ども食堂」
★東部北地区社会福祉委員会
「ふれあいの集いなど」

11：30

朗読会（北広島朗読の会 ひびき ）

12：00

手話による合唱（北広島手話の会）

12：10

お楽しみ抽選会

12：30

閉会

★ 大曲・西部地区方面へ循環バスを運行します ★
乗車を希望する方は、事前にお申し込みください。道路状況により遅れる場合があります。
帰りは、12時40分に出発し、行きの逆経路で運行します。
農民研修センター

大曲会館

夢プラザ

芸術文化ホール

8：50

9：05

9：12

9：20

※循環バス申込み、お問合せ／北広島市社会福祉協議会（☎372−1698）

ボランティアの

輪

ボランティアセンター
情

報

ઓķĳҾεǞ»Ȏ
ご協力ありがとうございました。
６月11日（土曜日）、エルフィンパーク交流広場にて開催いたし
ました『第40回友愛セール』は、市民の皆さんからご提供いただき
ました品物を多くの方々にお買い求めいただき、無事に終了するこ
とができました。
収益金524,282円は、地域福祉活動資金として活用させていただ
きます。
また、会場内で行われた北広島西高等学校V.S.A.部による『平
成28年熊本地震災害義援金』の募金活動にお寄せいただきました
58,002円は、日本赤十字社を通じて全額被災地へ届けられます。
ご来場いただきました市民の皆さんをはじめ、ご協力いただいた
だいた団体・企業など多くの方々に感謝申し上げます。

ボランティア愛ランド北海道2016inむろらん
「だいすき！むろらん・いぶり・ほっかいどう〜人・まちが元気に!! 〜」
8月27日（土）〜 28日（日）に室蘭市において、「ボランティ
ア愛ランド北海道2016inむろらん」が開催され、北広島市から
は事務局を含めて10名が参加しました。この事業は全道のボラン
ティア活動者・ボランティアに興味のある方々がお互いの活動を
知り、交流を深め、さらに活動の輪を広げるために行われていま
す。全道各地で毎年開かれ、今年で32回目。各分科会では、熱心
にボランティアについて語る場面が見受けられました。

福 祉 パ ネ ル 展
北広島市内で活動しているボランティア団体や地区社会福祉
委員会、小・中学校、高校・大学、福祉施設、福祉団体等の活
動の取り組みをパネルで紹介しています。
●農民研修センター
●大曲会館

10月 ５日（水）〜10月10日（月） ※エルフィンパーク交流
10月12日（水）〜10月16日（日） 広場、団地住民センター

●ふれあい学習センター夢プラザ

10月19日（水）〜10月23日（日） での開催は終了しました。
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ボランティア募集
折り紙や
手芸

趣味や特技を
活かしませんか？

楽器演奏

傾聴
（高齢者の
お話し相手）

芸能
（手品や踊り
の披露）

囲碁・将棋・麻雀
のお相手

ご自宅で
使用済切手や
リングプル集め。

地域の活動に
参加しませんか？

ボランティアセンターへお問合せください。
お問合せ
お申込み

北広島ボランティアセンター
北広島市北進町1−5−2

福祉センター内

電話／ 372−1698

除雪活動にご協力いただける
ボランティアを募集しています！
社協では、北広島市からの委託を受け、高齢者世帯などの除雪サービス事業を実施
しています。グループなどで一つの世帯を受け持つことも可能ですので、市民の皆さ
んのご協力をお願いします。
実施期間

依頼した日から平成29年３月31日

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
い場合もありますので、ご了承ください。

謝

礼

申し込み

１世帯あたり 20,000円（１シーズン）
10月31日（月）までに社協へご連絡ください。
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北広島市共同募金会

「赤い羽根共同募金」
平成28年度募金期待額

4,000,000円

「じぶんの町を良くするしくみ」
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なわれています。
赤い羽根共同募金の趣旨をご理解いただき、皆さんのご協力をよろしくお願いします。

「寄付金付きピンバッジ」募金のご協力をお願いいたします！
北広島市共同募金会では、今年度はサンタクロースをモチーフ
にした北広島商工会の公式キャラクター「まいピー」の寄付金付
きピンバッジを製作しました。
募金500円毎にピンバッジ１個となります。
製作費（204円）を除いた額（296円）が募金となります。
北広島市共同募金会（社協内・各地区奉仕団分団）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。

平成27年度赤い羽根募金額 3,377,723円
（集まった募金は、平成28年度に次のとおり助成しました）

《全道広域助成》
北海道共同募金会では、全道に助成（２億5800万円）するため、各市町村へ世帯割などにより目
標額が割り当てされます。（北広島市分2,703千円

※毎年金額が変わります。
）

平成28年度は５団体が申請しましたが、助成を受けられませんでした。

《市町村地域助成》……………………………………… 674,723円
募金額から「全道広域助成の割り当てされた額」を差し引いた額が市町村へ還元されます。

3,377,723円

−

2,703,000円

（Ｈ27年度募金額） （Ｈ27年度

＝

全道広域助成割当額）
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674,723円
（市町村地域助成）

◆福祉コミュニティ活動事業（１団体

20,000円）

Repos
※平成29年度に助成する福祉コミュニティ活動事業は、市広報誌（12月１日号）で募集します。

◆社協事業（514,723円）
・障がい児・者クリスマス会（120千円）
・赤ちゃんへ絵本を贈ろう（200千円）
・シニアおたのしみクッキング（40千円）
・雪かき交流モデル事業（60千円）
・社協広報紙「明るいまち」（94,723円）

◆事 務 費（140,000円）

「歳末たすけあい募金」
平成28年度募金期待額

2,000,000円

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・身体障がい者世帯・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の配布については、市広報誌（11月１日号）をご覧ください。

平成28年度北海道共同募金会会長表彰永年勤続奉仕者
北海道共同募金会会長表彰永年勤続奉仕者として、８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）
東部南地区分団
銅道俊一、佐藤好江
西の里・虹ヶ丘地区分団 四宮ノブ
大曲地区分団
本間昭吉
西部地区分団 稲村茂喜、奥村孝太郎、野部留美子
第１住区地区分団 三枝昌平

平成28年熊本地震災害義援金
平成28年４月14日に発生した熊本県熊本地方を震源とする最大震度７の地震により、熊本県
益城町を中心に大きな被害をもたらしました。
この災害で被災された方々を支援するため、市内においても街頭募金活動や企業、法人をは
じめとして市役所、自治会・町内会など様々な団体、個人の方々から義援金が寄せられています。
お寄せいただいた義援金は、被害状況に応じて按分され、各被災県に設置された義援金配分
委員会を通じ、全額を被災された皆様にお届けいたします。
なお、日本赤十字社や共同募金会では平成29年３月31日まで義援金（義援金名称「平成28
年熊本地震災害義援金」）を受け付けます。皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。
北広島市共同募金会並びに日赤北広島市地区に寄せられた義援金総額
3,384,381円（９月12日現在）

北広島商工会より

北広島市赤十字奉仕団の街頭募金
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北広島市立西部小学校児童会より

生活福祉資金貸付制度

教育支援資金のご案内
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
「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。

○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

（

）

35,000 円

高等専門学校

・短期大学
専修学校
専門課程含む

（

60,000 円

）

60,000 円

大

学

65,000 円

※ 実際の学費に応じた金額を、限度額の範囲で貸付します。

◆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。

○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５％の延滞利子が発生します。
・当該の学校を卒業後、最長６ヶ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 児童家庭課）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。
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H28年７月１日
開設しました！

北広島市成年後見センター
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいが理由で判断能
力が十分でなくなっても、財産の取引における契約や手続きを行う際、
一方的に不利な契約を結ばないよう支援したり、適切な福祉サービスに
つなげるなどして生活面で援助し、本人の権利や財産を守ることを目的
とした制度です。

〜センターではこんなお手伝いをします〜

成年後見制度ってどん

①相談支援
・判断能力が十分でなくなった方の生活や財産管理に関する
困りごとの相談をお受けします。
・成年後見制度の利用が必要かを一緒に考えます。
・成年後見制度の利用のみで解決が難しい場合、適切な専門
機関等へおつなぎします。
②申立て手続きのアドバイス
・成年後見に関わる申立て書類作成のアドバイスや、必要に
応じ札幌家庭裁判所への申立て等に同行します。

な制度？
自分に関係ある？
ご希望があれば、老人
クラブやサロン等で制
度についてお話ししま
すのでご活用ください。
その他ご不明な点があ
れば、下記にお問い合

③成年後見制度の普及啓発や講座の実施

わせください。相談は

④市民後見人の養成（今期の募集は終了しました）

無料です。

【お問い合わせ】北広島市成年後見センター

０１１−３７8−４２８５

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

◆紙オムツ◆
匿名１名（大人用紙オムツ22枚、尿取りパット37枚）

（９月16日現在）
（敬称略）

◆リングプル◆
北広島団地地区民生委員児童委員協議会（661ｇ他、使用済み切手多数、
ベルマーク多数）／第１住区地区社会福祉委員会（1.5㎏）／北広島市
高齢者総合ケアセンター聖芳園（2.9㎏、使用済み切手多数）／公益社
団法人 北広島市シルバー人材センター（2.2㎏）／大曲西部地区民生
委員児童委員協議会（2.1㎏）／札幌年金受給者協会北広島支部（5.8㎏、
使用済み切手多数、使用済みテレホンカード等３枚）／老人クラブ新栄
会（2.3㎏）／老人クラブ明和会（2.2㎏）／老人クラブ老相会（8.7㎏）
／ NPO・連・きたひろしま（13.7㎏）／花みずきの会（6.6㎏）／あ
ゆみの会（2.3㎏）／共栄町ボランティア秋桜会（7.5㎏）／小林小次郎
（6.8㎏）／浅利竜二（1㎏）／後村 豊（225ｇ）／谷浦寛茂（266ｇ）
／山田 覺（22.7㎏）／佐藤紀子（71ｇ、使用済み切手多数、書き損
じはがき２枚）／川村ミキ（2.9㎏）
◆使用済み切手◆
北広島中央六郵便局（多数）／日本詩吟学院北広島支部（517枚、使用
済みバスカード等97枚）
◆飲料水◆
＊市内ボランティア団体等に寄贈＊
マックスバリュ北広島店・JOYセ
リオ大曲店（金56,600円分の飲料
水等）
（イオン幸せの黄色いレシー
トキャンペーンより）

◆車いす◆
西窪瑞恵（１台）／匿名（１台）
◆未使用テレホンカード◆
松島敏雄（９枚）
◆花苗◆ 市内福祉施設７ヶ所に寄贈
㈲菱蓄フーズ（1,000株、使用済み切手多数、リングプル600ｇ）
◆その他◆
匿名（未使用タオル17枚、使用済み切手700枚、スポンジ20個、トイレッ
トペーパー 32ロール、クレラップ11本、アルミホイル５本、マスク５箱）

寄

付

金

（９月16日現在）（敬称略）

社会福祉法人北ひろしま福祉会
アオサギの会
匿名

30,000円
3,000円
6,190円

友愛セール寄付金
ボランティアセンター運営委員会
北広島リハビリセンター特養部四恩園
北広島市高齢者総合ケアセンター聖芳園
北広島聴力障害者協会
匿名（１名）

マックスバリュ北広島店
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513,282円
3,000円
3,000円
3,000円
2,000円

声 の 広 報

︵カセットテープの貸出し︶

（敬称略）
『特別会員』としてご協力ありがとうございます（５月2 3日〜９月16日現 在 ）
㈲大谷商事

沿岸バス㈱札幌営業所

道路建設㈱札幌工事事務所

広島冨田造園㈱

㈱ターフテック

加藤産業㈱

東部さくら眼科医院

ＭＰアグロ㈱

協業組合エクセル三和

北広島小児科

開運興産㈱広島営業所

㈱東江別自動車センター

北広島商工会

㈱道新総合印刷

ピーエス㈱北海道支店

㈱創飾舎

北海道熊さん

ワイディープラスチックス㈱

共和工業㈱

興徳寺

旭イノベックス㈱北広島工場

医療法人あさひ整形外科

㈱けいしん水道設備北広島本店

㈱ヤマキ鈴木商店

丸開工業㈱

北海道新聞㈲大曲販売所

医療法人社団北碩会北の台クリニック

㈱児玉工務店

㈱北洋銀行北広島中央支店

北栄運輸㈱

藤山建設㈱

㈲イシケン

医療法人社団山中整形外科医院

竹山高原温泉㈱竹山高原ホテル

㈲ＧＯＴＯ

エルム建設㈱

社会福祉法人慈光園ケアハウスきたひろしま ㈱ホクト商会

北広島理容組合

医療法人社団翔仁会エスポワール北広島

児童養護施設天使の園

山田石油㈱

医療法人社団西の里恵仁会病院

児童養護施設北光社ふくじゅ園

㈱松乃家観光

そば天国松乃家

㈱山根園ウエストヒル

北広島市高齢者総合ケアセンター聖芳園

㈲良寿し

かわい歯科医院

社会福祉法人北ひろしま福祉会

北駿建設㈱

田島工業㈱

社会福祉法人北海道リハビリー

㈱クラーク自動車

おくだ歯科医院

社会福祉法人北海長正会北広島リハビリセンター

北島工業㈱

医療法人社団哲栄会順天病院

特定非営利活動法人フェアリー

道央農業協同組合北広島支店

道央病院

社会福祉法人えぽっく

北広島市社会福祉協議会

賛助会員・特別会員のご案内

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

人

社会福祉協議会ご案内

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。

社会福祉協議会

幌
↑至 札

社協の広報紙﹁明るいまち﹂を読むことが不自由な方には︑
カセットテープを
貸出していますので︑
ご連絡ください︒

ヤクハン製薬㈱

進

北
通

松岡

靖子（福祉活動専門員）

夜間急病
センター
●中央バス車庫
●セイコーマート

心配ごと・悩みごと ありませんか？

●消防署

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？
ささいなことと思っていてもお気軽に
ご相談ください。

ＪＲ北広島駅
西口

毎週火曜日・木曜日（祝日を除く）
13時〜16時
来所又は電話
（福祉センター１階相談室 372ｰ1640）

（社会福祉協議会内）
ボランティアセンター
成年後見センター
地域支え合いセンター
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↓
千歳 至

相 談 日
時
間
相談方法

北進町団地

011−372−1698
011−378−4285
011−378−4277

