
2019.7.24 はじめてのスマホ教室＆ガラケーの使い方教室
知って嬉しい、使えて楽しい

2019.8.9 北島町老人クラブ連合会夏季大学
きたじま美人♢

♢

2019.8.20 男の料理教室
スイカでジャムサンドを作りました！！

2019.9.4 きたじま元気チャレンジ講座
声を出して歌いましょう♪

2019.5.8 笑いヨガ
笑って鍛えて　元気充電完了

2019.6.25 北島町身体障害者連合会健康フェスティバル
体柔らかいですねー
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近年、社会を取り巻く環境は急速な変化をみせております。地域社会全体の機能や世帯構造が
大きく変化し、福祉課題、ニーズも多様なものになってきており、地域の実情に応じた体制整

備や人材の確保が急務となっております。
このような中、高齢者・障がい者・子どもなど全ての住民の誰もが安全・安心を実感し住み慣れた地域で、一人ひ
とりの暮らしと生きがいを住民、行政、福祉関係者と協働し、世代や分野を超えてつながり、地域全体で見守り活
動や支えあいの仕組み作りに取り組み、誰もが安心して暮らすことのできる元気なまちづくりを推進します。

令和元年度 北島町社会福祉協議会

基本方針基本方針

１．社協の基盤強化と活動の充実
２．地域福祉活動の推進
３．日常生活自立支援事業の推進
４．ボランティアセンター事業の推進
５．小地域福祉のまちづくり事業の推進

６．募金事業の啓発と自主財源の増強
７．総合相談事業及び自立相談事業の充実
８．生活支援体制整備の推進
９．在宅サービス活動の推進
10．町受託事業の適正な運営の執行

法人会計平成30年度決算及び令和元年度予算概要

重点目標重点目標

2寄附金収入

2寄附金収入

1会費収入

1会費収入

4受託金収入

4受託金収入

1人件費支出

1人件費支出

2事務・事業費
支出　 　　

2事務・事業費
支出　 　　

3貸付事業支出

4共同募金　　
配分金事業費

5助成金支出
6負担金支出
7固定資産取得支出
8サービス区分間繰入金収入

3貸付事業支出

4共同募金　　
配分金事業費

5助成金支出
6負担金支出

7固定資産取得支出

8サービス区分間繰入金収入

9予備費支出

9予備費支出

3経常経費補助金収入

3経常経費補助金収入

5貸付事業収入

8介護保険
事業収入

8介護保険
事業収入

9障害福祉サービス
事業収入　　　　

10その他の収入
11受取利息配当金収入

7負担金収入

6事業収入
5貸付事業収入7負担金収入

12サービス区分間繰入金収入

9障害福祉サービス
事業収入　　　　

11受取利息配当金収入

12サービス区分間
繰入金収入

13前期未支払資金残高

13前期未支払資金残高

元年度予算（収入）
221,189,000円

30年度決算（収入）
224,293,126円

元年度予算（支出）
221,189,000円

30年度決算（支出）
224,293,126円

2寄附金収入

2寄附金収入

1会費収入

1会費収入

4受託金収入

4受託金収入

1人件費支出

1人件費支出

2事務・事業費
支出　 　　

2事務・事業費
支出　 　　

3貸付事業支出

4共同募金　　
配分金事業費

5助成金支出
6負担金支出
7固定資産取得支出
8サービス区分間繰入金収入

3貸付事業支出

4共同募金　　
配分金事業費

5助成金支出
6負担金支出

7固定資産取得支出

8サービス区分間繰入金収入

9予備費支出

9予備費支出

3経常経費補助金収入

3経常経費補助金収入

6事業収入

5貸付事業収入

8介護保険
事業収入

8介護保険
事業収入

9障害福祉サービス
事業収入　　　　

10その他の収入
11受取利息配当金収入

7負担金収入

6事業収入
5貸付事業収入7負担金収入

12サービス区分間繰入金収入

9障害福祉サービス
事業収入　　　　

11受取利息配当金収入

12サービス区分間
繰入金収入

13前期未支払資金残高

13前期未支払資金残高

10その他の収入10その他の収入

元年度予算（収入）
239,595,000円

30年度決算（収入）
212,102,038円

元年度予算（支出）
239,595,000円

30年度決算（支出）
212,102,038円

（収入） （単位：円）

科　　　目 令和元年度予算 平成30年度決算
1 会費収入 543,000 577,827 
2 寄附金収入 200,000 50,000 
3 経常経費補助金収入 51,815,000 43,402,077 
4 受託金収入 102,207,000 84,183,818 
5 貸付事業収入 700,000 442,478 
6 事業収入 1,111,000 920,249 
7 負担金収入 1,278,000 1,180,300 
8 介護保険事業収入 26,057,000 23,309,491 
9 障害福祉サービス事業収入 1,740,000 2,084,100 
10 その他の収入 7,000 0 
11 受取利息配当金収入 17,000 1,044 
12 サービス区分間繰入金収入 3,790,000 4,904,631 
13 前期未支払資金残高 50,130,000 51,046,023 

合　　　計 239,595,000 212,102,038 

（支出） （単位：円）

科　　　目 令和元年度予算 平成30年度決算
1 人件費支出 150,640,000 128,375,477 
2 事務・事業費支出 36,599,000 30,876,693 
3 貸付事業支出 700,000 486,478 
4 共同募金配分金事業費 1,543,000 1,462,700 
5 助成金支出 8,000 676 
6 負担金支出 2,504,000 385,000 
7 固定資産取得支出 0 0 
8 サービス区分間繰入金収入 3,790,000 4,904,631 
9 予備費支出 43,811,000 45,610,383 

合　　　計 239,595,000 212,102,038 
 ※金額の差異は新事業の実施及び事業拡大による

【貸借対照表】平成31年3月31日現在 （単位：円）
科　目 金　額 科　目 金　額

流動資産 61,788,887 流動負債 10,634,522 
固定資産 80,666,259 固定負債 75,755,370 

基本金 1,000,000 
次期繰越活動増減差額 55,065,254 

資産の部合計 142,455,146 負債及び純資産の部合計 142,455,146

2019.october.No.652 申込み先・問い合わせ先 社会福祉法人 北島町社会福祉協議会　



地域の福祉、みんなで参加

令和元年度 赤い羽根共同募金令和元年度 赤い羽根共同募金
今年も全国で赤い羽根共同募金運動が開催されています。
北島町では、赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金を同時に募集するよう計画しております。
共同募金は、事前に使い道や集める額（目標）を決めて行う計画募金です。このため、戸別募金に
ついては目安の額を設定していますが、決して強要するものではありません。（募金額は自由です。）
共同募金は、寄附した方々の地域で生きる募金です。ひとりひとりの優しさが地域福祉推進のため
の力となります。趣旨をご理解いただき、みなさまのご協力をお願いいたします。

平成 30年度みなさまからお寄せいただきました募金総額は
共同募金 1,004,926 円・歳末たすけあい募金 850,000 円でした。
ありがとうございました。

平成30年度共同募金配分金として 612,700 円
歳末たすけあい募金配分金として 850,000 円ありました。
配分金は、下記の地域福祉活動のために役立てさせていただきました。

共同募金の流れ

皆様からご協力いただいた
戸別募金・街頭募金
学校募金・法人募金
職域募金・イベント募金

全額送金

北島町共同募金委員会
（北島町社会福祉協議会）

徳島県共同募金会

北島町共同募金委員会
（北島町社会福祉協議会）

配分金として
保育所・障がい者（児）・
高齢者等の福祉施設、団
体の活動と整備のために
災害時の準備のために

地域の福祉施設や
事業へ配分

平成30年度町内地域福祉活動配分状況
《赤い羽根共同募金では》 《歳末たすけあい募金では》

募金総額より、北島町配分金（692,000 円）をさし引いた残りの 457,150 円は、県内の高齢者・障がい者施設・保育所等の支援金、災害時支援等の積立金として役立てられています。

・町内 3小学校の新入学児童へ黄色い
　帽子を贈呈（251 名）

・福祉啓発活動 （75,000円）
　（募金啓発、社会奉仕活動）
・児童育成・社会福祉活動等 （45,000円）
・ふれあい総合相談センターの開設
　（法律相談等専門相談） （2,000円）

児童・青少年福祉活動事業 203,310円

高齢者・障がい者・児童へ歳末見舞金
（85 名分）として配分

施設長期入院・入所者見舞金 265,780円福祉育成・援助活動事業
 122,000円

第22回ボランティアふれあいまつり・
じどうかんまつりの開催

ボランティアふれあいまつりの開催
 456,295円

災害時に備えて 5,450円 災害時に備えて 2,069円
ボランティアグループ育成・活動援助・災害
ボランティア養成講座の開催

ボランティアセンター事業 281,940円

町老人クラブ（27,000円）・育成会（18,000円）
身障連合会（18,000円）へ助成

高齢者・障がい児・者福祉活動事業
 63,000円 ひとり暮らし高齢者（340名）へ

芋餅を宅配

在宅福祉サービス事業 62,856円
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北島町総合庁舎
（北島町役場）
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★ 北島町総合庁舎
① 北島町商工会
② JA板野郡北島支所
③ ほほえみ北島
④ 春藤製菓舗
⑤ 北村団地前バス停北側
⑥ 北島北老人憩の家
⑦ 北島北公園総合体育館南側
⑧ 健祥会デルフト
⑨ グループホーム癒音南側
⑩ 老門東バス停
⑪ 鍋川橋バス停
⑫ 外開団地北側
⑬ 太郎八須公園
⑭ 今切団地 中
⑮ 光風台団地 中
⑯ キリン堂
⑰ キョーエイ北側
⑱ 阿波銀行北島支店
⑲ タブチ石材
⑳ 日清紡前バス停
㉑ きたじま田岡病院向バス停
㉒ フジグラン北島
㉓ とくしま生協コープ東側
★ 北島町総合庁舎
★ 北島町総合庁舎
㉔ 吉野川病院
㉕ グリーンタウン防災施設南
㉖ グリーンタウン北公園東側
㉗ 中須バス停
㉘ 勝瑞駅北バス停
㉙ 勝瑞駅北側
㉚ ザ・ビッグ北島店バス停
㉛ とくしま生協コープ東側
32 阿波銀行北島支店
33 タブチ石材
34 日清紡前バス停
35 きたじま田岡病院向バス停
36 フジグラン北島
37 ジェームス北島店
38 鯛浜西老人憩の家
39 中村耳鼻咽喉科クリニック
40 パンの市場パパベル
★ 北島町総合庁舎

★ 北島町総合庁舎
㉓ とくしま生協コープ東側
㉒ フジグラン北島
㉑ きたじま田岡病院向バス停
⑳ 日清紡前バス停
⑲ タブチ石材
⑱ 阿波銀行北島支店
⑰ キョーエイ北側
⑯ キリン堂
⑮ 光風台団地 中
⑭ 今切団地 中
⑬ 太郎八須公園
⑫ 外開団地北側
⑪ 鍋川橋バス停
⑩ 老門東バス停
⑨ グループホーム癒音南側
⑧ 健祥会デルフト
⑦ 北島北公園総合体育館南側
⑥ 北島北老人憩の家
⑤ 北村団地前バス停北側
④ 春藤製菓舗
③ ほほえみ北島
② JA板野郡北島支所
① 北島町商工会
★ 北島町総合庁舎
★ 北島町総合庁舎
40 パンの市場パパベル
39 中村耳鼻咽喉科クリニック
38 鯛浜西老人憩の家
37 ジェームス北島店
36 フジグラン北島
35 きたじま田岡病院向バス停
34 日清紡前バス停
33 タブチ石材
32 阿波銀行北島支店
㉛ とくしま生協コープ東側
㉙ 勝瑞駅北側
㉘ 勝瑞駅北バス停
㉚ ザ・ビッグ北島店バス停
㉗ 中須バス停
㉖ グリーンタウン北公園東側
㉕ グリーンタウン防災施設南
㉔ 吉野川病院
★ 北島町総合庁舎
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お買い物に通院に。ちょっとそこまでお気軽にご利用ください。

令和元年5月より運行が変わりました！！

北島町内の方なら、 どなたでも ご利用いただけます。
通過予定時刻表

運行中！！

木火
無料町内循環バス

”町内ぐるぐる福祉バス”
平日の

曜日

上り 下り

※経路の関係上、上りと下りで停留所の順番が前後しているところがあります。ご注意ください。
※停車時間は交通の状況等により多少前後いたします。ご了承ください。

月 水 金 も、福祉バス運行中！
詳しくは北島町社会福祉協議会までお気軽にお問い合わせください。

社会福祉法人  北島町社会福祉協議会
TEL:(088)698-8910　FAX:(088)698-8921
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北島町には５つの児童館（中央・東・西・南・北）
があります。
児童館利用には二つの方法があります。一つは小
学校３年生までの留守家庭児童が登録して利用す
る方法。もう一つは留守家庭でない児童が自由に
来館して利用する方法です。
各児童館では、毎月特色のある行事を計画し実
施しています。
各児童館の夏の行事を紹介します。

児童館トピックス
中央児童館
今年の夏まつりは海をテーマに、いろいろなコーナーを楽しみま
した。「アンダー・ザ・シー」では子どもたちは本当に海の中に入っ
たような気分を味わいながら探索しました。

西児童館
制作やゲームなど、夏にぴったりな遊びを楽しみました。
4つの遊びをクリアしたあとは、みんなでアイスタイム！
夏休みの楽しい思い出が、また1つ増えた日になりました。

東児童館
7月29日㈪にふれあい健康館より市原さんご夫妻にきていただ
き、どきどきマジックショーを開催しました。
ドキドキハラハラいっぱいの楽しい時間を過ごすことができました。

北児童館
暑い1日、水着になって水鉄砲や水風船・しゃぼん玉をしました。
水をかけられて「キャー！！」あっという間にみんなびしょびしょ。
元気にあそびました。

南児童館
きれいに咲いた朝顔の花で色水を作りました。
カップに水を入れ花を指で揉むと、水の色が赤むらさき色に変わり
子どもたちの笑顔と歓声がこぼれました。

　「エンジョイサマー」　「どきどきマジックショー」

　「わんぱくキッズ☆北島シーパラダイス」

　「夏の遊びを楽しもう」　「色水あそび」

在宅フォロー事業ペアネットさくら
ペアネットさくらは在宅で過ごしている0歳～4歳の子ど
もとその保護者が一緒に遊んだり学んだりできる楽しい
行事を提供しています。
たくさんの皆様の参加をお待ちしています。

日　　時 月・水・木・金曜日
（行事は毎週水曜日です）
10：30～13：00

場　　所 北島中央児童館

費　　用 ３００円／月

お問い合せ先
北島中央児童館
TEL 088-698-8801

※随時、会員募集をしています。
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北島店　板野郡北島町江尻字宮ノ本26-1
営業時間 ＡＭ7:00～ＰＭ7:00（土・日・祝）
        ＡＭ9:00～ＰＭ7:00 水曜定休
電  話　088-697-0037

石窯パン工房

パパベル

2019.5.30　おひさまサロン（デイサービスおひさま）
元気に１・２・３
2019.5.30　おひさまサロン（デイサービスおひさま）
元気に１・２・３

2019.9.8　第 2回災害ボランティア養成講座
講議　日常からの防災対策について
2019.9.8　第 2回災害ボランティア養成講座
講議　日常からの防災対策について

2019.7.12　車イス講習会（北島小学校）
ドキドキ初体験
2019.7.12　車イス講習会（北島小学校）
ドキドキ初体験

2019.9.10　きたじま総合ボランティア養成講座
生活支援について勉強中
2019.9.10　きたじま総合ボランティア養成講座
生活支援について勉強中

一息つける場所として
おひさまサロンを
ご利用ください。

【開催日】毎月第 2・4木曜日　午後 2時～午後 3時 30 分まで
【対象者】北島町在住の 65 歳以上の方
【内　容】いきいき百歳体操、ストレッチ体操、介護相談ほか
【定　員】15 名　　開催日 2日前までにお申し込みください。
【参加費】300 円

きたじまデイサービスおひさまでは、利用者を募集しています。
きたじまデイサービスおひさま利用者募集！！

【利用日・時間】月・火・水・金　午前の部　9時30分～11時30分まで
　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　午後の部　1時30分～ 3時30分まで
【内　　容】理学療法士による集団・個別機能訓練、ストレッチ体操、脳トレ
　　　　　　器具を使っての健康体操、介護相談、レクリエーション等

【利用対象者】要支援1・2の方
　＊ご利用を希望される方は担当ケアマネージャーにご相談ください。
※希望者は入浴サービスも利用できます。

開催しています。

きたじまデイサービス
おひさま

お問い合わせ先

北島町新喜来字南古田６１‒１
ＴＥＬ/ＦＡＸ ０８８‒６７８‒６１６１

2019.october.No.65 55TEL 088－698－8910 ／ FAX 088－698－8921 北島町新喜来字南古田 88－1（老人福祉センター内）



【開催日時】毎月第 3火曜日　試食時間：午前 11 時半～

※お願い：料理により調理時間が異なるため、試食時間が前後する場合
　　　　　もございますので、ご理解・ご協力お願いします。
【開催場所】北島町保健相談センター調理室・研修室
【参 加 費】500 円（当日集金いたします。）
【対 象 者】北島町内在住の65歳以上の男性
【内　　容】調理実習で調理した食事
【定　　員】先着：6～12名
【申込み先】毎月開催日の 1週間前までに下記までお申し込み
　　　　　 ください。

令和元年10月15日　令和元年12月17日　令和 2年 2月18日
令和元年11月19日　令和 2年 1月21日　令和 2年 3月17日

北島町在宅サービスセンター

フードバンク

をご利用ください。

北島町社会福祉協議会では、介護を必要とする方が、自立した日常生活を営むことができるように、在
宅支援サービスを提供しています。

～介護サービスを受けるために～
専門的な知識を持った介護支援専門員（ケアマネージャー）が、要介護者の心身の状況や環境、また家族の要望などを聞きながら、
介護サービスを利用するための計画（ケアプラン）を作ります。
また、介護サービスを受けるための認定の相談や申請、更新の代行、サービス提供事業所との連絡調整なども行います。

居宅介護支援

～ホームヘルプサービスを利用するために～
一人ひとりの介護サービス計画（ケアプラン）に添って、訪問介護を行っています。
ホームヘルパーが自宅に伺い、調理や掃除などの家事や、介護などのお手伝いを致します。

訪問介護

お問い合わせ先 北島町在宅サービスセンター（北島町社会福祉協議会内） TEL 088‒698‒8924　FAX 088‒698‒8921

「フードバンク」を訳すと「食糧銀行」です。北島町社会福祉協議会では生活困窮などで生活上の困難に
なられている世帯に対し、地域において自立した生活が送れるよう総合相談支援と食糧支援を行うフー
ドバンク活動を開始します。
ご家庭でまだ食べられるのに廃棄してしまう食品があれば本会までご寄附ください。

ご寄附をお願いしたい食品
品質に問題のない未開封の賞味期限が 1ヶ月以上あるもの
缶詰　飲料水　調味料　レトルト食品　乾物　お菓子　玄米等 ご協力宜しくお願いします。

「男の料理教室」試食会

北島町内在住の65歳以上の男性を対象として行っております。
「男の料理教室」に試食に来ませんか？

「おしゃべり会 相談会」

【開催日時】　　令和元年10月25日㈮
　　　　　　午前10時30分～12時まで

【開催場所】　　北島町老人福祉センター　作業室

【参加対象】　　子どもさんに障がいのある方でおしゃべりの
　　　　　　したい方

【参 加 費】　　100円

【講　　師】　　ファシリテーター　福井　公子　氏
　　　　　　　　（県手をつなぐ育成会ファシリテーター派遣講師）

【申 込 先】　　前日までにお名前・連絡先を下記までにお申
　　　　　　　し込みください。

　　備考：全日本育成会が開発した「家族支援
　　　　　ワークショップ」プログラムを活用
　　　　　します。

の開催について（ご案内）
＆

開催について（ご案内）
「男の料理教室」試食会

ケアマネージャー 募集！！
【募集人員】パート職員：介護支援専門員
【勤務時間】午前 8時 30分～午後 5時 15分までの 4時間程度
【試験方法】口述試験

詳しくは、北島町社会福祉協議会までお問い合せください。

さ　ん
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点字プリンタ助成のお礼
この度、車両競技公益資金記念財団様より、
点字プリンタを助成していただきました。この
点字プリンタは障がい者福祉のため、有意義
に活用させていただきます。ありがとうござ
いました。

中西　芳樹 様（鯛浜）
三和電業株式会社北島支店 様
上原　　一 様（太郎八須）

【ご寄附】

善意銀行へのご寄附のお礼

日本赤十字社活動支援費（日赤社費）募集にあたり、各戸を訪問さ
れ奉仕された方（各地区婦人会役員、自治会・衛生組合役員、担
当民生委員の各位）、そしてご協力くださった住民の方々に対して
厚くお礼申しあげます。お陰をもちまして 1,293,698 円が集ま
り直ちに日本赤十字社徳島県支部に送金いたしました。（令和元年
8月末現在）
この活動支援費（日赤社費）は、日本赤十字社を通じて主に災害救援、
国際救護、赤十字講習会、献血事業等に活用させていただきます。
ご協力いただきました皆様に厚くお礼申しあげるとともにご報告さ
せていただきます。

社協会費のお礼
社協会費募集にあたり、各戸を訪問され
奉仕された方（各地区婦人会役員、自
治会・衛生組合役員、担当民生委員の
各位）、そしてご協力くださった住民の
方々に対して、厚くお礼申しあげます。
お陰をもちまして 697, 364 円が集ま
りました。（令和元年 8月末現在）
この会費は、社協の自主財源として、
より充実した福祉事業推進に役立てさ
せていただきます。

日本赤十字社活動支援費（日赤社費）のお礼日本赤十字社活動支援費（日赤社費）のお礼

北島町ボランティア連絡協議会
加入グループ活動紹介

エルダー会
高齢者施設訪問

ガールスカウト
少女たちの社会参加活動

北島町婦人会
町内福祉活動

北島町民生委員
児童委員協議会
町内福祉活動

KSCの会
高齢者、障がい者、
児童へのパソコン指導

点訳燦の会
一般書、児童書などの文字情報
主体のパソコン点訳

点訳の会うず
絵本の点訳及び
児童への点訳指導

ノース愛ランズ
環境美化活動

ハートの会
一人暮らし高齢者
ふれあい会食など

ラブハンズ北島
精神障がい者への支援活動

音訳ボランティア
もくせい会
視覚障がい者・高齢者等への
音訳テープ作製・貸出し

各
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
活
動
の
紹
介

北島町ボランティア連絡協議会には 11 グループが
加入して、それぞれ特色のある活動を行っていま
す。またグループ間の相互の連絡をはかり、地域福
祉の向上を目指した活動を行っています。

北島町老人クラブ連合会 会員募集中！
高齢社会の中で、老人ク
ラブ活動によって参加し
た一人ひとりが生きがい
や新しい出会いが生れる
ような楽しい行事を行っ
ています。
運動会や芸能大会から、
老人憩の家に集まってお
しゃべりしたり囲碁ボー
ルをしたりと様々な活動
があります。
町内在住で60歳以上で
したらどなたでもご参加
いただけますので、一緒
に楽しみましょう！

南部第 1老人クラブ
南部第 2老人クラブ
江尻老人クラブ
西部第 1老人クラブ
西部第 2老人クラブ
中央第 1老人クラブ
中央第 2老人クラブ
東部老人クラブ
北部第 1老人クラブ

北部第 2老人クラブ

北部第 3老人クラブ
中央南部老人クラブ
グリーンタウン老人クラブ
太郎八須老人クラブ

北島南老人憩の家
鯛浜西老人憩の家
江尻東老人憩の家
西高房老人憩の家
高房老人憩の家
中村北老人憩の家
栄通り老人憩の家
老門老人憩の家
北村西老人憩の家
北村北老人憩の家
太郎八須西老人憩の家
北島北老人憩の家
北島町老人福祉センター
グリーンタウン防災施設
太郎八須東老人憩の家

名称 活動場所
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きたじま総合ボランティア養成講座 受講者募集

　日時　令和元年11月16日㈯　午前10時30分から午後1時30分まで
　場所　北島北公園総合体育館（サンフラワードーム）
　内容　徳島はっちーによる『ジャグリング＆パントマイムショー』
　　　　　B.I.G.ダンススタジオによる『ダンスパフォーマンス＆みんなで踊ろうレッツダンス！』
　　　　　やってみようコーナー（制作、ゲーム）
　　　　　なりきりキッズコーナー（職業体験）
　　　　　大抽選会　フランクフルトソーセージ、お茶、お餅、ヨーヨー釣り、
　　　　　スーパーボールすくい、うどん、やきいも、
　　　　　コーヒー・ジュース 他（予定）
　　　　　ボランティア活動パネル展　バザー販売　
　　　　　

バザー売上金は、全額徳島県共同募金会に送金させていただきます。
バザー出品にご協力していただける方は、11月14日㈭までに社協事務局、または町内5カ所の児童館までお持ちください。商品を
お持ちに来られるのが困難の方は取りにうかがいます。

（募集商品）生活用品（飲食物・古着を除く）
　※学校指定の制服、帽子、体操服などの受付は行いません。
　※購入した商品を入れる紙袋も募集していますのでご協力お願いします。

北島町ボランティアふれあいまつり・じどうかんまつり第23回 北島町ボランティアふれあいまつり・じどうかんまつり

バザー出品にご協力をお願いします

徳島はっちー

B.I.G.ダンススタジオ

テーマ：新時代 みんなの力で つながる人の輪 福祉の町きたじま

と　き　令和元年10月19日㈯　12：00～15：30
ところ　北島町立図書館・創世ホール（3階多目的ホール）

第1部 式典　12：30～
12：00～受付開始

◎オープニングセレモニー
◎表彰及び感謝状贈呈
◎大会宣言

Profile
脳科学研究の第一人者。
専門は認知脳科学、霊長
類学、脳育成学等。「自我」
の脳内メカニズムを解明
すべく、「脳育成学」を推
進。“子どもの脳をいかに
育むか” などをテーマに
各地で講演を行い、「脳と
心の関係」をわかりやす
く説く。
テレビにも多数出演中！

講師

澤口  俊之 氏
式典に参加して下さった方に、
大抽選会開催！！
12：00～12：30　抽選券配布！

さわぐち　　としゆき

第2部 記念講演　14：00～

◎演題「脳を活かして健康ライフ」
　　 　 ～脳の老化とその予防～
大抽選会

で つつながながる人る人ののの輪の輪 福福祉祉 町き町きたた まま祉の祉の町き町き新時時代代 んんな で たじたじじじままじじでんんなのなの力力で代代 みみ新マテテ マ：新新テテ

第19回北島町社会福祉大会

主催　社会福祉法人 北島町社会福祉協議会
後援　北島町

令和元年度 

　 日　　時　令和元年 12月5日㈭　午前 9時 30分から12時 00分
　 開催場所　北島町保健相談センター　集団指導室
　 募集人数　30名
　 参 加 費　無料
　 申 込 み　令和元年 12月4日㈬までにお申し込みください。

内　　容

ボランティア活動について
「生活支援」について
認知症サポーター養成講座

～認知症の方とどう向き合うか～

1
2
3
4
5

内　容

（記念講演終了後）
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