
ふれあいの窓
東区社協だより／東区福まちだより

社会福祉法人札幌市東区社会福祉協議会
〒065-8612	札幌市東区北 11 条東 7 丁目	東区民センター内

TEL：（011）741-6440　FAX：（011）721-6444

「ふれあいの窓」は、共同募金に寄せられた善意のお金を一部活用して発行しています

　今回は、札苗地区福まちが主催する 子育てサロン を訪問しました。子どもたち
の笑顔がしあわせを分けてくれますね。
　札苗地区福まちでは年間２４回・４会場（東雁来会館、東雁来団地集会所、モエレ
交流センター、札苗北会館）に分けて子育てサロンを開催しています。
　詳しくは、札苗福まち「かけはし１１０番」789-6030（平日の午後）。
　福まちは地域住民のボランティア活動です。
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サロンって楽しい  居場所づくり

蓄音機で昭和歌謡曲を聴こう
　案内人の虻川直大さんが所有する蓄音機で、
昭和歌謡曲を聴かせてくれました。１時間で１０
曲ほどを、歌手や当時の世相話しを交えて楽し
くお話ししてくれました。
　参加者から「青春時代に戻った気分」「若い
頃の記憶がよみがえってきた」などの感想をい
ただきました。
　虻川さんは「昔を懐かしむことで脳の働きが活性化するんです。蓄音機から発生
する周波数が脳を刺激する作用もあるようです。」と解説してくれました。

　サロンは誰でも参加できる“おしゃべり”が基本ですが、おしゃべりを楽しくさせる
１つに「音楽」を取り入れてはいかがでしょう？
　その歌を聞いて、“あの頃は子育てが大変だった”“世の中では、あんな事件があっ
た”“当時のファッションの流行”を思い出すと、いつもより盛り上がるのではないで
しょうか。
　また、昔の出来事（新聞記事やネットニュース）を集めて話すのも楽しいようです。
　キーワードは　懐古活性（昔を大いに懐かしむ事です）。

アドバイス

　社会福祉協議会では、住民によるサロン（茶話会）の設立を促進しています。
　高齢者や子育て中の親子、障がい者を対象とするサロンを開催することで、地
域からの孤立を防ぐ、地域の顔見知りが増える、会場まで歩くことで健康維持につ
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サロンって楽しい  居場所づくり

椅子に座って楽しむレクリエーション
　高齢者サロンを訪ねると、たいていの会場では椅子が並んでいます。
　関係者に聞くと「高齢で膝や腰が痛くて正座がつらい」という声が大半です。
　そこで、今回は椅子に座ったまま楽しめるレクリエーションをセミナーで体験して
もらいました。
　講師の南部さんから、レクリエーションの進
め方について丁寧な説明と指導がありました。
南部さんの話しは、とても分かり易くユーモア
たっぷりで会場は笑い声が溢れていました。
　３つほどのレクリエーションを紹介してくれま
したが、参加者は「楽しかった、自分のサロン
でもやってみます」など好評でした。

　サロンのレクリエーションは高価な資材を購入しなくても、１００円ショッ
プで利用できるグッズがたくさんありますよ。
　参加者に協力してもらい、レクリエーションの材料を手づくりすることも
参加意欲を高めるためには有効です。
　キーワードは　みんなで楽しむ　です。

アドバイス

ながるなど、さまざまな効果が生まれます。
　５月２９日、東区民センターにおいてサロンの魅力を伝えるセミナーを開催しま
した。
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　みなさんは、サロンについてどれくらい情報をお持ちですか？
　サロンを開催しているのは誰？　会場はどこなの？　誰でも参加できるの？
　ここでは、本会に登録しているサロンについてご紹介いたします。

・年に１０回以上開催しています
・�高齢者、子育て親子、障がい者のいずれかを対象としています
・�おおよそ町内会域を範囲とし、歩いて通える場所を会場としています

　本会に登録されたサロンは９５団
体。現在活動されているサロンは６３
団体（平成３０年５月１５日時点）。

東区のサロンのこと知ってほしい

★社会福祉協議会に登録しているサロンの基準は？

★東区にサロンは
　どれくらいあるの？ ★サロンの運営は誰がしているの？

★サロンは
　どこでやっているの？

高齢者
80%

障がい者
5%

子育て
15%

サロン参加者
の割合

町内会・自治会

住民有志

地区社協・福まち

NPO

民生委員

その他

0 5 10 15 20 25 30 35 40

町内会館・まちセン

個人宅

企業・施設等

市営住宅・公団の集会室

マンション集会室

その他

0 5 10 15 20 25 30 35

お寺で開催されるサロン 空き店舗を利用したサロン 自宅を開放して
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　サロンは、参加者にとっても、主催する町内会にとっても大きなメリットがあることが分
かります。

　東区社会福祉協議会では、町内会でサロンを開設するお手伝いをしています。
　新規にサロンを開設する場合、設立までの手順や助成の相談もお受けしています。
　※助成については一定の条件があります。
　サロン助成金の財源の一部に、皆様からの寄付金が活用されています。
　皆様からのご寄付や賛助会費の加入（最終ページをご覧ください）についても併せて
お願いいたします。

去年は1万人を超
える参加!!東区のサロンのこと

★サロンに集まるのは何人ぐらい？

21 人以上

10～20 人

10 人未満
0 10 20 30 40 50 60

　２９年度のサロン参加者は、

なんと１２，４０１人です。

●サロンの効果

●あなたの町内会でも取り組みませんか

①
閉じこもり防止・

自宅以外の居場所づくり

①
顔見知りが増えると

地域内で挨拶が増える

②
健康維持の機会

②
見守り活動

になる③
仲間づくり

③
元気か変わりないか

確認の機会

参加する人にとっては 町内会にとっては

3つの効果！！ 3つの効果！！
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　新しいことをはじめてみたい。知識や教養を身につけたい。健康・生きがいづくりのために何か
したい。そんな思いを持った区民の皆さん。ボランティアデビューをはたして、皆さんの思いを形
にしてみませんか。東区社会福祉協議会では、ボランティアに役立つ知識・技術や、活動の魅力・
楽しさを知ってもらうために、区民向け講座を開催します。
　ボランティアは、きっと皆さんの人生を豊かにしてくれます。ぜひご参加ください。

　東区社会福祉協議会では、「社会のために役立ちたい」「自分の資格や特技
を生かしたい」など、区民一人ひとりのやる気と優しさを「ボランティア」という
形で実現していくことをサポートします。
　ボランティアの活動先（福祉施設や団体等）を紹介する一覧表を作成し、毎
年２００近い活動メニューを紹介しています。
　個人でも、団体でも、初めてでも、自分に合ったボランティア活動に参加い
ただけるようサポートしますので、お気軽にお問合せください。

２　参加対象	 東区内に居住するボランティア活動に興味・関心のある方（先着３０名）
� （受講料５００円を資料代として開催当日に会場にて徴収いたします）
３　申込方法	 ６月２５日（月）午前９時より、東区社会福祉協議会へお電話にてお申込みください。
� （氏名・住所・電話番号をお申込みの際にお伝えください）

１　日程（２日間）と場所（東区民センター会議室：東区北１１条東７丁目１－１）
日 時間 内容 テーマ等 講師・説明者

８
月
６
日　
㈪

午前①（10分）
10:00～�10:10 説明 オリエンテーション 東区社会福祉協議会�職員

午前②（90分）
10:10～�11:40 講義 ボランティアをはじめるにあたって

（相手の心に寄り添ったボランティア活動）
北海道総合福祉研究センター
理事長　五十嵐�教行�氏

午後③（90分）
12:40～�14:10

講義
実技

障がいのある方の思いや考えを理解する
（車イスの実技指導あり）

講義　当事者講師　家下�里香�氏
実技　NPO法人「手と手」スタッフ

午後④（70分）
14:20～�15:30

実践
発表

子育て親子を支えるボランティア活動
（子ども向けに折り紙などの実演指導あり）

子育てサロン�たんぽぽキッズの会
代表　五十鈴�理佳�氏

８
月
７
日　
㈫

午前①（90分）
10:00～ 11:30

講義
実技

高齢者の心身の変化と特性を理解する
（高齢者向けレクレーションの実技指導あり）

東区第3地域包括支援センター
保健師

午前②（30分）
11:40～ 12:10

体験
発表

ボランティア活動の魅力
（経験者が語るボランティアの楽しさ・魅力）

東区ボランティア連絡会
会長��藤江�照代四�氏

午後③（60分）
13:10～ 14:10 講義 身近な地域のボランティア活動

（生活支援の必要性とボランティアの効果）
東区社会福祉協議会�職員

午後④（20分）
14:10～ 14:30 説明 講座の振り返り

（まとめとボランティア登録制度の説明等）

平成３０年度　東区ボランティア入門講座のご案内

平成３０年度　東区ボランティア受入施設一覧のご案内

いつでも
相談して
まも～！

はじめよう！ ボ ラ ン テ ィ ア

札幌市東区社会福祉協議会（電話７４１－６４４０�／�ＦＡＸ７２１－６４４４）申込・問合せ先
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 ● 小地域福祉活動の推進 
　単位町内会（顔の見える小さな生活圏域）をエリアとした「見守り・訪問活動」をはじめ、
ゴミ出しや除雪といった日常的な生活支援を推進するために、各種の研修会・懇談会・ワー
クショップの開催や、ニーズ調査の実施などを積極的に地域に出向いて支援します。

 ● ふれあい・いきいきサロン事業の推進 
　東区には、現在６３か所のサロンがあります。子どもから高齢者まで、多くの住民が定期
的な交流を通して絆を深め、共に支え合う地域を築いていくために、サロンの開設や運営に
関する相談支援、さらにはセミナーなどの啓発活動を展開して事業の拡大を図ります。

 ● ボランティア活動の推進 
　区民のボランティア活動への理解と参加促進を図るため、区ボランティアセンターとして、
日常的な相談活動を実施します。また、ボランティア通信の発行やボランティア入門講座の
開催など、様々な啓発活動を展開します。

 ● 地域福祉活動の強化にむけた賛助会員制度の普及・推進 
　小地域福祉活動、ふれあい・いきいきサロン事業、ボランティア活動の推進など、区内の
地域福祉活動の拡大を図る財源として、本会賛助会費制度のさらなる普及・推進を図りま
す。

〔単位 : 円〕
平成 29年度予算（A） 平成 30年度予算（B） 差異（B）ー（A）

収

入

の

部

会費収入 4,800,000 4,713,000 △	87,000
寄付金収入 439,000 431,000 △	8,000
補助金収入 7,975,000 7,765,000 △	210,000
助成金収入 14,862,000 14,627,000 △	235,000
事業収入 20,000 15,000 △	5,000
共同募金配分金収入 1,000,000 900,000 △	100,000
利用料収入 3,900,000 3,745,000 △	155,000
雑収入 20,000 20,000 0
受取利息配分金収入 201,000 199,000 △	2,000
サービス区分間繰入金収入 2,300,000 850,000 △	1,450,000
前年度繰越金 20,494,000 18,309,000 △	2,185,000

合　　　　計 56,011,000 51,574,000 △	4,437,000

平成 29年度予算（A） 平成 30年度予算（B） 差異（B）ー（A）

支
出
の
部

事務費支出 4,104,000 2,118,000 △	1,986,000
事業費支出 31,878,000 31,882,000 4,000
基金（愛情銀行繰越金含む） 20,029,000 17,574,000 △	2,455,000

合　　　　計 56,011,000 51,574,000 △	4,437,000

東区社会福祉協議会では、以下4つの重点目標を掲げ、
平成３０年度の事業・活動を展開します

平成３０年度 事業計画・予算

平成３０年度予算
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●札幌市東区文化団体協議会　様	 18，669円（３月）
●札幌東更生保護女性会北栄分区会　様	 10，000円（３月）

あたたかいご寄付
ありがとうございました

（平成３０年３月～４月までの受付けを紹介いたします）

　本会では、住民の皆様からいただいた善
意は、地域の福祉活動（地域の見守り活動
や孤立しない地域づくり）に有効に活用さ
せていただいております。
　皆様からのお申し込みをお待ちしており
ます。
【本会への寄付につきましては、税控除の対
象となります】 札幌市東区文化団体協議会　様

賛助会員を募集しています
個人（一口）	 １，０００円
企業・団体（一口）	１０，０００円

会費額（年額）

０２７６０－３－１４６９

振込口座（郵便局）

社会福祉法人
札幌市東区社会福祉協議会

口座名義

　本会では、皆様からの会費を活用して地域福祉
活動を進めています。
　あなたも賛助会員に加入し、東区の地域福祉活
動を盛り上げていただけませんか。
　賛助会費の70％～ 80％は、お住いの地区社会
福祉協議会へ還元され、それぞれの地域福祉事業
の財源として活用されています。
　企業や団体の加入もお待ちしております。

　東区のマスコットキャラクター　タッピーがデザインされ
た、共同募金オリジナルバッジができました。
　５００円の募金で差し上げています。
　ご希望の方は、本会事務所（東区民センター１階）でお渡し
しています。

タッピーのバッジができました
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