
毎月3日は
見守り訪問の日

社会福祉法人 札幌市清田区社会福祉協議会｜札幌市清田区平岡 1 条 1 丁目 清田区総合庁舎 3 階

〈社会福祉協議会ホームページ〉https://www.sapporo-shakyo.or.jp/

56 号
2022.7

★町内会探訪記　VOL.35   P2
★ クイズ 

『清田区で活動している団体から』VOL.4   P3
★在宅ボランティア活動の様子   P4
★清田区内小学校　福祉教育の取組み   P5
★ 令和 3 年度事業報告・決算報告、 

令和 4 年度事業計画・予算   P6
★ 赤い羽根共同募金×きよっち　地域応援バッジ、 

災害時の支援協定を結びました   P7
★ 愛情銀行への寄付のお礼、 

賛助会員のご紹介   P8

開催予定日（概ね月曜日）
月 日

8 22・29

9 5・12・26

10 3・17・24・ 31  31  … 体をうごかそう！

11 7・14・21・28

12 5・12・ 19  19  … クリスマス会

1 23・ 30  30  … 豆まき

2 6・13・20・ 27  27  … ひなまつり

3 6 ・13・20 6  … 卒サロン式

時　間   10：00～11：30
住　所    里塚・美しが丘地区センター 

（清田区里塚 2 条 5 丁目 1-1）
主　催   里塚・美しが丘地区民生委員児童委員協議会
問合せ   里塚・美しが丘地区センター　011-888-5005

ごまちゃんサロン（里塚・美しが丘地区）



町内会探訪記
VOL.4

　『北野ゆめの会』は、幼児向けの布製の絵本を手作りするグループです。
　代表の田部麗子さんをはじめ、清田区内にお住まいの女性会員 10 名が活発に活動に励
んでいます。今年で、19 年目を迎えています。
　主な活動内容としては、ぬくもりあふれる絵本を作成し、子育て中のお母さんや区内の高齢
者施設に貸し出しています。また、読み聞かせ活動にも取組んでいます。
　月 2 回（基本的には、第 1・3 金曜日午後）、清田区図書館内の部
屋を借りて、製作活動を行っています。

私たちのモットーは、「すべての親子に布絵本の喜びを」
です。
みんなでも楽しみながら取り組んでいますよ。
是非、一緒に活動してみませんか。
ご関心のある方は、区役所の図書館に作品を展示してあ
りますのでご覧ください。

北野ゆめの会　田部（011-882-2436）

「布絵本の会・北野ゆめの会」からの出題

「北野ゆめの会」が活動を始める際、
モデルとした“先輩団体”の名前は？【問題】

【メッセージ】

①赤い実の会　　②ふきのとう文庫　　③夕暮れのふくろう文庫

会代表の田部さんは前列の右から
2番目の方です

クイズ

　代表の田部さんが、千歳市の喫茶店で布絵本に出会いました。
　当時から、子育て支援活動に関わっていた田部さんは、その絵本を北野の児童会館で展示と読み聞か
せをしたところ、大好評だったそうです。

　その後、布絵本作りに積極的な5人の仲間と「北野ゆめの会」をスタートさせ、現在、作品数は約50点になります。

ちなみに

「手触り」と「立体感」が魅力！「手触り」と「立体感」が魅力！

布絵本とは、フエルト等を使っ
て、絵や文字を表現した絵本の
ことです。

清田区 清田公園
清田区民センター

札幌市
清田区役所

平岡
公園札幌国際大

清田南公園

北野中央公園

北野町内会

VOL.35

北野地区

北野町内会
世帯数…510世帯

松田英裕 会長

▲

町内会の概要
　北野町内会は、昭和 53年（1978 年）4月に現在の範囲で設立されました。
　当時の町内会加入世帯数は、243戸、人口は 898人からの出発でした。
　町内会活動としては、令和 2～3年度は、新型コロナウイルス禍のため、人を集め
る行事等についてかなりの制約があり、特に飲食を伴う行事の開催は困難となりまし
た。令和 4年度は、新型コロナウイルスの感染状況を見ながらも、春・秋の町内清
掃、ラジオ体操、ハロウィンスタンプラリー、パークゴルフ、ボウリング大会、麻雀大会などの実施を計画し
ています。なお、平成 30年（2018 年）には、創立 40周年記念誌を発行し、「ふる里北野」を継承しています。
　今年度新規の取組みとしては、電子回覧板を実施いたします。現在の紙ベースの回覧板も継続して行います
が、町内会員の皆さまの利便性を目指して実施いたします。

▲

福祉推進委員会の取組み
　平成 8年（1996 年）に福祉推進委員会を新設しました。メンバーは、13 名
で、170 名以上の高齢者の見守りを行っています。
　町内会活動と同様に、ここ 2年程度は活動が停滞しておりましたが、高齢者
に対する敬老祝い品の配布は、福祉推進委員の協力により継続実施しています。
　令和 2年度に、マスク不足が起こった際は、山形前福祉推進委員長を先頭に
福祉推進委員が音頭をとり、複数の有志の方に声がけをして手作りマスクを作
成し、高齢者及び小・中学生の希望者に配布を行いました。

▲

今後について
　北野町内会は、令和 5年（2023 年）に創立 45 周年を迎えます。今後も福祉推
進委員会を始めとする関係団体と密に連携を取りながら、新型コロナウイルス
禍でも実現可能な行事を選別して実施していきたいと考えています。特に子育
て世代や勤労現役世代でも参加しやすい町内会を目指し、試行錯誤を重ねてい
きます。また、取組みを通じ、次世代の担い手役候補探しにも繋げていきます。

山形和三治老人クラブ双葉会会長
（前福祉推進委員長）

子育てまっさかりで、
地域福祉活動にも励む佐藤敦子さん
（令和 3年度町内会福祉・厚生部長）
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　日常生活で困っている方は

いませんか？？

　困りごとがあったら、独りで

悩まず、先ずはご相談下さい！

「困った時は
　　　お互いさま」

QRコードからの登録は
コチラから

在宅ボランティア
活動の様子

「困った時は
　 お互いさま」
「困った時は
　 お互いさま」

家具搬出は遠慮なく
申し出て下さいね。出来る範囲で

活動しますよ！

土の入れ替え作業だね！
任しておいて！！

のお気持ちでのお気持ちでのお気持ちでのお気持ちで

空き時間などを活用して、地域のために活動しませんか？？
ご連絡お待ちしています。

～生活支援ボランティア～
募 集 中  ！！

～生活支援ボランティア～
募 集 中  ！！ 　清田区役所、包括支援センター、介護予防センターと協力して、福祉教育に関する内容のご相談

や講師調整等のお手伝いをしています。

 ◆高齢者の体について学びたい　  ◆高齢者の困りごとを体験したい
 ◆障がいのある方の話を聞いてみたい　などお気軽に相談ください！

　清田区内の小学校では総合学習として福祉教育の取組みを進めています。
　車いすや高齢者疑似体験、アイマスクを使いながら、いつも生活している学校の中を
実際に行動してみることで、普段の生活では感じなかった大変さに気づくことができます。
　今回は、平岡公園小学校で行った授業の様子を紹介します。

清田区第2包括支援センターの職員が、イラストで
高齢者の体の困りごとのクイズを出し、生徒たち
は、積極的に困りごとを発表していました。

～清田区内小学校　福祉教育の取組み～～清田区内小学校　福祉教育の取組み～

『　  だんの　  らしの　  あわせ』

アイマスクを使って、視界が悪い不自由さを体験し、
どのように手助け・説明すると歩きやすいか、上手
に誘導するにはどうしたらよいか考えていました。

総合学習でお困りの際は、清田区社会福祉協議会にご相談ください！

高齢者疑似体験セットで、高齢者の体を体験し、
「体が重たい！」「膝が曲がらない！」と大変さを実
感していました。

車いすを自分で操作する大変さ、車いすを
押す大変さ、安心して乗ってもらえる工夫
について考えていました。
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500円募金を
いただいた方へ
プレゼント！

清田区
オリジナル
デザイン
2種類作成

　清田ライオンズクラブ、清田区社協、札幌市社協の三者が、災害
時に設置する災害ボランティアセンターの運営支援に関する協定を
結びました。
　この協定は、災害が発生し、社会福祉協議会が災害ボランティア
センターを設置した場合に、清田ライオンズクラブから、活動資材（車
両、スコップ、通信機器など）や人材を提供いただくというものです。
　この協定を機に平常時から連携を深め、誰もが安心して暮らせる
まちづくりを進めていきたいと思います。

　清田区共同募金委員会では、地域福祉の貴重な財源である「赤い羽根共同募金」を推進する
ために、清田区オリジナル募金付きバッジを 2 種類制作しました。
　清田区の公式マスコット「きよっち」は、白旗山に住んでいる森の妖精です。
　帽子には清田区のシンボルマークが入っています。
　地域福祉活動（地区社協・福まち）の推進や高齢者・障がい者・子育て世帯の支援に活用
されますので、ご協力をお願いいたします。

地域応援バッジ

【バッジを希望する方・赤い羽根共同募金に関すること】
清田区共同募金委員会

清田区清田1条1丁目　清田区総合庁舎3階（事務局：清田区社会福祉協議会）　電話：889-2491

災害時の支援協定を結びました

①丸型 きよっち ②四角型 きよっち

　コロナウイルス感染症の拡大防止のため、集うことが難しい状況ではありましたが、
YouTube を活用した研修動画の配信やオンライン打ち合わせを実施し、地域福祉活動の
歩みをとめないよう取り組みを行いました。
　新規事業としては、終活ノートを作成する「傾聴ボランティア」を開始し、ご高齢の方
から幼少期のお話などを伺い、1冊のノートをプレゼントする取り組みを実施しています。
　その他、「学生！！ちょい×2　ボランティアの日」の企画では、札幌国際大学や北星
学園大学などの学生が地域の担い手として活躍する機会を設け、新たな活動者とつながる
きっかけを進めました。

令和 3年度事業報告・決算報告

令和4年度事業計画・予算

　社会を取り巻く環境は大きく変化している状況です
が、コロナ禍における新しい生活様式を推奨しつつ、
地域住民が支え合い、自分らしく活躍できる地域コ
ミュニティづくりを進めるためにも、「with コロナ」
社会に対応する、時代に則した活動を推進してまいり
ます。
　今年度は、これまで地域で継続されてきた見守り活
動や集いの場づくりが途切れることのないよう、見守
り・集いの場づくりが継続的に実施できる活動に取り
組んでいきます。

【重点事業】
1． 地区社会福祉協議会 

（地区福祉のまち推進センター）の活動支援
2． 高齢者や障がい者などの日常生活支援活動の推進
3．財政基盤の強化

詳しい事業報告・決算については、本会ホームページからご覧いただけます。

【収入の部】
収入科目 収入決算額

会費収入 568,000

寄附金収入 3,210,575

経常経費補助金収入 4,085,000

助成金収入 10,538,130

事業収入 2,670,000

受取利息配当金収入 34,798

前期末支払資金残高 10,695,488

収入決算合計 31,801,991

【資産の部】
資産科目 資産額

流動資産 13,823,950
　預貯金 2,610,428
　未収金 75,000
　前払金 127,650
　愛情銀行流動資産 10,944,367
　社会福祉基金流動資産 66,505
固定資産 22,545,703
　基本財産 3,000,000
　器具及び備品 208,744
　社会福祉基金普通預金 335,459
　社会福祉基金投資有価証券 19,000,000
長期預け金 1,500

資産の部合計 36,369,653

【支出の部】
支出科目 支出決算額

事業費支出 3,809,173

事務費支出 1,565,215

助成金支出 13,201,340

固定資産取得支出 211,200

支出決算額合計 18,786,928

【負債の部】
負債科目 負債額

流動負債 808,887
　未払金 716,987
　預り金 80,900
　仮受金 11,000

【純資産の部】
純資産 35,560,766

　基本金 3,000,000
　社会福祉基金 19,335,459
　次期繰越活動増減差額 13,225,307
　 　
　 　

負債及び純資産の部合計 36,369,653

（単位：円）

【収入の部】
収入科目 収入決算額

会費収入 596,000

寄附金収入 60,000

経常経費補助金収入 4,695,000

助成金収入 10,285,000

事業収入 2,640,000

受取利息配当金収入 37,000

前期末支払資金残高 12,985,000

収入決算合計 31,298,000

【支出の部】
支出科目 支出決算額

事業費支出 3,986,000

事務費支出 2,495,000

助成金支出 12,843,000

固定資産取得費支出 500,000

予備費 500,000

　

　

支出決算額合計 20,324,000

（単位：円）

（単位：円）

事業報告

令和 3年度収支決算

事業計画 令和4年度収支予算

令和 3年度貸借対照表

【草取りボランティア】
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この「清田区社協だより」は、赤い羽根共同募金の配分金の助成を受けて発行しています。

発行 札幌市清田区社会福祉協議会 〒 004-8613 札幌市清田区平岡 1 条 1 丁目　清田区総合庁舎 3 階
TEL 889-2491   FAX 889-2492

社会福祉
法　　人

あたたかいご寄付ありがとうございました
☆令和3年度～令和4年度☆～　愛情銀行への寄付金紹介～（令和4年3月12日～5月31日現在）

愛情銀行愛情銀行

令和 3 年度及び令和 4 年度賛助会員へご加入いただきありがとうございます。

本会の賛助会員として加入いただきました皆さまをご紹介します。
この会費は、本会事業の財源として、清田区内の地域福祉活動に役立てています。

「個人会員」〜1口：1,000 円から〜　（3月 1日〜5月 31日現在）

コストコさんからの寄付をからまつ保育園へお渡し

・丹野　千枝美　様�
� 250 円（郵便小為替）

・コストコホールディングス　様
清田区内の方のために役立てて欲しいと、
子ども用文具の寄付をいただきました。
いただいた文具は、「認定こども園からま
つ保育園」に寄付させていただきました！

  太田　公夫　様
 中村　文明　様
 田中　文夫　様
 川崎　嗣也　様
 松浦　静子　様
 端川　一幸　様
 佐藤　勝三　様
   ハロー　 
磯谷　洋子　様
   ハロー ENJOY 札幌Ⅱ 
鶴巻　洋信　様
   こんにちは　 
犬飼　浩視　様
   ハロー ENJOY 札幌 
橘　　文也　様

 河本タカ子　様
 一瀬　ヒロ　様
 山崎　敦子　様
 菊地　富男　様
 會田　正成　様
 藤波　貞子　様
 立野　和則　様
 守谷　　勤　様
 柴田　武雄　様
 沢田　元気　様
 大谷　政子　様
 庄司　憲庸　様
 関下　芳明　様
 大久保雄三、幸子　様
 田中　政儀　様

 大西　公夫　様
 青木　吉文　様
 山田　勝美　様
 𠮷田　理恵　様
 荒木　貞一　様
 後藤美智子　様
 田崎　克文　様
 金野喜美子　様
 田内　眞弓　様
 髙井登美子　様
 宮嶋　晴男　様
 平山　加代　様
 長谷川　俊　様
 小山　　眞　様
 塩谷　正美　様

 伊藤　昭夫　様
 西野　幸男　様
 広瀬　裕子　様
 山内　　隆　様
 大平美恵子　様
 和田　節子　様
 佐藤　軍治　様
 猪野毛昭男　様
 杉山　和春　様
 和田　和子　様
 久富　英仁　様
 谷口　芳則　様
 松本　　正　様
 田上　晶子　様
 天岡　　環　様

 神元　要子　様
 園部　真人　様
 河合　広次　様
 田士　守道　様
 齋藤　道夫　様
 池田　信男　様
 熊谷満寿江　様
 田口　陽子　様
 香川　英樹　様
 永田志保子　様
 高杉　昌利　様

 ノースロード㈱　様
 晃亜興業㈱　様
 札幌市清田区第 1地域包括支援センター　様
 秀寿会　特養老人ホームケアタウン美しが丘　様
 ㈲シャイニング　様
 特養老人ホーム　ひらおか梅花実　様
 ㈱ゴッドスペース　様
 レッツ倶楽部　札幌清田　様 

 ㈱水章工業　様
 里塚・美しが丘地区社会福祉協議会　様
 地域生活きたのセンター　ぱお　様
 ㈱エムジーエス　様
 ワーカーズ・ぽっけ　様
 特別養護老人ホーム秀寿園　様
 合同会社　なごみ　様
 介護老人保健施設北野の四季　様

「団体会員」〜1口：10,000円から〜　（3月 1日〜5月 31日現在）

8
毎月3日は 見守り訪問の日


