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『いきいき広場』は、毎月５と０の付く日（土日・祝日は除く）の午前10時～正午まで、市内

に住む65歳以上の方を対象に、総合福祉センターで開催しています。

『いきいき広場』の雰囲気づくりやちょっとしたお手伝いを、ボランティアの方々にご協力いた

だき、参加されている高齢者の皆さまと楽しみながら、活動いただいています。

４～５ページに『いきいき広場の紹介』を掲載していますので、ぜひ、ご覧ください！

広報紙「すながわ社協だより」は、社会福祉協議会が共同募金から助成を

受けて発行しています。

市民の皆さまの共同募金に対するご理解とご協力に感謝申し上げます。

TEL ５２－２５８８ FAX ５５－２２３２
H P http://sunagawa-shakyo.jp/index.html
mail suna-h.a@vesta.ocn.ne.jp

社会福祉協議会へのご意見・お問い合わせは
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『いきいき広場』で
健康・生きがい・仲間づくり！！

『いきいき広場』で
健康・生きがい・仲間づくり！！



　社協の事業及び決算の詳細は、社協に備え付けの「評議員会議案書」にてご確認いただけます。

閲覧をご希望される場合は、事務局までお気軽にお申し出ください。

２

令和元年度収支令和元年度収支

理容のいこい様理容のいこい様第一興産㈱砂川給油所様第一興産㈱砂川給油所様

地域交流センターゆう様地域交流センターゆう様らー麺 さつき家様らー麺 さつき家様

理容のいこい様

砂川ファミリー歯科様洋菓子＆銘菓ナカヤ様洋菓子＆銘菓ナカヤ様

愛のポケット

ご協力店舗

愛のポケット

ご協力店舗

街頭募金活動街頭募金活動

学校・法人・職域募金学校・法人・職域募金

イベント募金イベント募金

戸別募金によるご協力戸別募金によるご協力

※　愛のポケットご協力店舗を募集しています。ご協力いただける店舗様からのご連絡を
お待ちしています。

収入　５７,１７５,３２６円収入　５７,１７５,３２６円
①共同募金配分金収入

4,474,346 円

共同募金委員会からの
助成金

①共同募金配分金収入
4,474,346 円

共同募金委員会からの
助成金

らー麺さつき家 様らー麺さつき家 様

②経常経費補助金収入
29,228,479 円

社協及び砂川総合福祉
センター管理 ・運営などに

係る補助金

②経常経費補助金収入
29,228,479 円

社協及び砂川総合福祉
センター管理 ・運営などに

係る補助金

①①

③③

④④

⑤⑤

⑥⑥

⑦⑦

⑧⑧

⑨⑨ ⑩⑩

③会費収入
1,921,500 円

町内会を通じて
市民の皆様から納めて

いただいた会費
　　　▶一世帯あたり 300 円

　　　▶86 町内会 （6,405 世帯）

③会費収入
1,921,500 円

町内会を通じて
市民の皆様から納めて

いただいた会費
　　　▶一世帯あたり 300 円

　　　▶86 町内会 （6,405 世帯）

④寄付金収入
121,237 円

市民の方々や
市内の法人などから
寄せられた寄付

　　　　▶寄付件数　10 件

④寄付金収入
121,237 円

市民の方々や
市内の法人などから
寄せられた寄付

　　　　▶寄付件数　10 件

⑤事業収入
1,383,919 円

ふれあいサービス
福祉センター利用料

など

⑤事業収入
1,383,919 円

ふれあいサービス
福祉センター利用料

など

⑦介護保険事業収入
1,658,060 円

居宅介護計画作成の件数に
応じたサービス計画費

⑦介護保険事業収入
1,658,060 円

居宅介護計画作成の件数に
応じたサービス計画費

⑧負担金収入
23,600 円

団体などからの負担金

⑧負担金収入
23,600 円

団体などからの負担金

⑨その他
2,412,628 円

繰越金収入
貸付事業収入

など

⑨その他
2,412,628 円

繰越金収入
貸付事業収入

など

⑩その他の活動による収入
3,432,068 円

積立資産取崩収入
など

⑩その他の活動による収入
3,432,068 円

積立資産取崩収入
など

⑥受託金収入
12,519,489 円

生活支援体制整備事業
成年後見支援センター事業
紙オムツ利用券交付事業

など

⑥受託金収入
12,519,489 円

生活支援体制整備事業
成年後見支援センター事業
紙オムツ利用券交付事業

など



支出　５７,１７５,３２６円支出　５７,１７５,３２６円

生活支援体制整備事業、介護予

防・日常生活支援総合事業、成

年後見支援センター事業、市民

ふれあいサービス、小地域ネッ

トワーク推進、居宅介護支援事

業など

敬老祝賀記念品贈呈事業、年末見舞金交付事業、心配

ごと相談所　　など

紙オムツ利用券交付事業
（市委託事業）

紙オムツ利用券交付事業
（市委託事業）

総合福祉センター運営管理総合福祉センター運営管理

市民後見人養成講座
( 市受託事業 )

市民後見人養成講座
( 市受託事業 )

いきいき広場いきいき広場 高齢者芸能交流大会高齢者芸能交流大会

WAI★WAI キャンプWAI★WAI キャンプ

社協だよりの発行社協だよりの発行

介護予防・生活支援
ボランティア養成講座
介護予防・生活支援

ボランティア養成講座

老人クラブ連合会老人クラブ連合会

ひだまりの会ひだまりの会 更生保護女性会更生保護女性会

◆その他助成団体
　市内小中高校 (８校 )、町

内会連合会、地区保護司会砂

川分区、身体障害者福祉協会、

手をつなぐ育成会、ことばを

育てる親の会、空知双葉里親

会、手話の会、希望父母の会、

福祉部設置77町内会

決算 ・事業報告決算 ・事業報告

３

日常生活自立支援事業
金銭管理等支援事業

日常生活自立支援事業
金銭管理等支援事業

①繰越金支出
1,640,525 円

令和２年度への
繰越金

①繰越金支出
1,640,525 円

令和２年度への
繰越金

②人件費支出
32,740,864 円

社協職員等の
人件費

②人件費支出
32,740,864 円

社協職員等の
人件費

③事業費支出
12,139,464 円

社協がおこなう事業
に係る経費

③事業費支出
12,139,464 円

社協がおこなう事業
に係る経費

④事務費支出
2,942,089 円

社協運営に必要な
事務経費

④事務費支出
2,942,089 円

社協運営に必要な
事務経費

⑦その他
253,700 円

生活資金貸付事業などの
事業等に係る経費

⑦その他
253,700 円

生活資金貸付事業などの
事業等に係る経費

⑧その他の活動による支出
4,375,684 円

積立資産支出など

⑧その他の活動による支出
4,375,684 円

積立資産支出など

⑥助成金支出
1,963,000 円

障がい者団体や福祉団体、
学校などへの活動助成

⑥助成金支出
1,963,000 円

障がい者団体や福祉団体、
学校などへの活動助成

①①

③③

④④
⑤⑤

⑥⑥

⑦⑦

⑧⑧

共同募金助成
による事業

共同募金助成
による事業

⑤固定資産取得支出
1,120,000 円

生活支援体制整備事業用
車両購入など

⑤固定資産取得支出
1,120,000 円

生活支援体制整備事業用
車両購入など



４

★いきいき広場の紹介★★いきいき広場の紹介★
『いきいき広場』は、市内にお住まいの高齢者の『健康』『生きがい』

『仲間』づくりのために、体操やさまざまなレクリェーションを行ってい

ます。

『公民館駐車場』の隣

白い建物です！

日時：５と０のつく日

（土日・祝日は除く）

午前10時～正午

対象：市内に居住する

65歳以上の方

場所：総合福祉センター

体操・レクリェーションと、体を動かす時間が多くあります。

お越しの際は、汗を拭く『タオル』と水分補給のための『飲み

物』をお持ちください。

市役所市役所

公民館公民館

10：00

10：50

11：10

12：00

体操体操

休憩休憩

　砂川市の保健師さん・砂川市立病院

の理学療法士さんが考えた『いきいき

体操』をいきいき運動推進員に教えて

いただきながら行います！

レクリェーションは、体を動かすゲ

ームや頭の体操、また、季節に合わせ

たイベントを行い、みんなで和気あい

あいと楽しんでいます！

休憩のあいだも、交流を深め、にぎやかです！

レクリエーションレクリエーション

いつ・どこでやってるの？いつ・どこでやってるの？

総合福祉センター総合福祉センター

どんなことをやってるの？どんなことをやってるの？

必要なものは？必要なものは？



５

いきいき広
場

　　　　
　写真集いきいき広
場

　　　　
　写真集

新型コロナウィルスの影響により休止していました『いきいき広場』を７月から再開しました！

現在は、体操のみ（約１時間）ですが、レクリエーションも、状況を見ながら実施する予定です。

参加される方には、自宅での検温・会場でのマスク着用と手指消毒へご協力いただいており、ボ

ランティア・職員は、フェイスシールドを着用し、感染対策に努めています。

ご関心のある方は まで、ご連絡ください！！

手作りの台にそうめんを流していきます！

暑い日にはぴったりです！！

風船が割れないか！？

ドキドキしながらも、それぞれ作品が完成！！

広場に鬼がやってきた！！

「鬼は外！福はうち！」

ビンゴ大会で景品ゲット！！

サンタクロースも登場…？？

ボランティアさんお手製のフルーツポンチ！

みんなで食べるとおいしいですね！！

流しそうめん流しそうめん

砂川市社会福祉協議会（TEL 52-2588）砂川市社会福祉協議会（TEL 52-2588）

フルーツポンチフルーツポンチ

クリスマス会クリスマス会

アメ玉ジャンケンアメ玉ジャンケン
節分節分

一緒に体を動かして楽しみましょう！一緒に体を動かして楽しみましょう！参加者募集中‼参加者募集中‼

バルーンアートバルーンアート

広場では、
季節に合わせ、いろいろなイベントを

行っています！！

広場では、
季節に合わせ、いろいろなイベントを

行っています！！

参加者さんが

新年『初』広場のために

力作をご披露！

新年１回目は、

恒例の『アメ玉ジャンケン』

新年の挨拶をしてから、

ジャンケンでアメ玉ゲット!!
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          砂川総合福祉センター内

TEL（0125）52-2588・FAX（0125）55-2232

E-mail : suna-h.a@vesta.ocn.ne.jp 

NO.176

発行人

編集人

発行所

※社会福祉協議会は、市民からの会費、寄付金、共同募金助成金などで運営されている民間団体です。

すながわ社協だより

６

　市民の皆さまから、 ペットボトルキャップ ( エコキャッ

プ ) の取り扱いについて問い合わせいただいています

が、 砂川市ボランティアセンターでは、 預託物品とし

て取り扱っておりませんので、 ご了承願います。

ペットボトルキャップの取り扱いについてペットボトルキャップの取り扱いについて

令和２年６月 11日～令和２年９月 10日受付分　　【順不同 ・敬称略】

ボランティアセンターに預託された使用済み切手、プ

リペイドカード、書き損じ葉書は障がい者の支援を始

め、発展途上国等の医療・教育の援助を行っている団

体に送り、有効に活用されています。

社会福祉協議会・ボランティアセンターへ
あたたかい気持ちをお寄せいただきありがとうございます！！

社会福祉協議会・ボランティアセンターへ
あたたかい気持ちをお寄せいただきありがとうございます！！

▼ベルマーク

２,０１９.６点２,０１９.６点

長橋久子、 高島久子、 空知太睦会老人クラブ、

畠山てる江、 そらちライオンズクラブ、 永井千代、

VO.L10、 大場政美　ほか

３,３４１g３,３４１g
▼使用済み切手

緑ヶ丘町内会、 高橋明莉、 砂川福音協会、 長橋久子、

高島久子、 貝沼美知子、 空知太睦会老人クラブ、

熊澤圭一、 臼杵静子、 岩渕喜久子、 阿部ケイ子、

福田フサエ、 酒井シゲ子、 砂川消費者協会、

北地徳子、 廣瀬琴子、 畠山てる江、 食事処ろく、

北光第一町内会老人クラブ、 メモワールわしお、

丸一運輸株式会社、 長谷川好枝、 Vo.L10、　岡　博孝、

大場政美、 ヤマモト急便、 砂川更生保護女性会、

宮川老人クラブ寿会、 朝日町内会老人クラブ友の会、

栄町町内会　ほか

▼リングプル

３７,５１７ｇ３７,５１７ｇ

▼使用済みプリペイドカード

２２２枚２２２枚

市民ふれあいサービス提供会員募集中！！市民ふれあいサービス提供会員募集中！！
　在宅で支援を必要としている高齢者等（利用者）へ、日常的な家事等のサービスを

提供してくださるボランティア（提供会員）を募集しています。

�活動内容

　【家事支援】掃除・洗濯・買い物代行・調理

　【外出支援】通院支援・買い物同行・外出支援

　【そのほか】軽易な身の回りの支援、話し相手

�謝　　礼　内容に関わらず、１時間あたり600円

�お問い合わせ　砂川市ボランティアセンター（52-2588）

　　　　　　　　お気軽にご相談ください！

あなたの特技や経験を、
　　活かしてみませんか？

　毎日、一度は必ず目にするコロナウイ

ルス感染症のニュース。制限される生活

は、いつまで続くのでしょうか…。

　趣味活動もできず、家にこもるばかり

です。

　これを機に、新しい趣味を見つけてみ

ようと思います！

高橋和明、 そらちライオンズクラブ　ほか

高橋明莉、 そらちライオンズクラブ、 砂川消費者協会

Vo.L10、 大場政美　ほか

永井千代

▼書き損じハガキ

miss ３７枚３７枚


