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少子高齢化に伴って人口減少や核家族化が進み、地域のつながりは希薄化しつつあります。地
域社会を取り巻く環境の変化によって、複雑・複合的な課題を抱える個人や世帯が増加してお

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その人らしく、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持ち生活できるように住民、行政、福祉関係者と協働し、世代
や分野を超えて「誰もが、住み慣れた地域で、安心して生き生きと暮らすことのできる」仕組み作りに取り組み、
元気で住みよいまちづくりを推進します。

令和２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支援事業の充実
８．生活支援体制整備事業の推進
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31年度決算及び令和２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サービス区分間繰入金収入

8予備費支出

8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　　　　

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

令和２年度予算（収入）
249,925,000円

平成31年度決算（収入）
222,087,313円

令和２年度予算（支出）
249,925,000円

平成31年度決算（支出）
222,087,313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サービス区分間繰入金収入

8予備費支出

8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

令和２年度予算（収入）
249,925,000円

平成31年度決算（収入）
222,087,313円

令和２年度予算（支出）
249,925,000円

平成31年度決算（支出）
222,087,313円

（収入） （単位：円）

科　　　目 令和2年度予算 平成31年度決算
1 会費収入 414,000 587,370
2 寄附金収入 200,000 80,000
3 経常経費補助金収入 52,429,000 48,241,842
4 受託金収入 105,204,000 95,987,000
5 貸付事業収入 700,000 340,100
6 事業収入 1,188,000 781,345
7 負担金収入 10,300,000 1,412,300
8 介護保険事業収入 24,579,000 21,441,162
9 障害福祉サービス事業収入 1,740,000 1,649,470
10 その他の収入 7,000 0
11 受取利息配当金収入 17,000 1,472
12 サービス区分間繰入金収入 3,104,000 1,369,065
13 前期未支払資金残高 50,043,000 50,196,187

合　　　計 249,925,000 222,087,313

（支出） （単位：円）

科　　　目 令和2年度予算 平成31年度決算
1 人件費支出 160,318,000 138,622,107
2 事務・事業費支出 37,338,000 33,426,133
3 貸付事業支出 700,000 8,000
4 共同募金配分金事業費 1,543,000 1,530,640
5 助成金支出 8,000 0
6 負担金支出 2,504,000 545,000
7 サービス区分間繰入金収入 3,104,000 1,369,065
8 予備費支出 44,410,000 46,586,368

合　　　計 249,925,000 222,087,313
 ※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】令和2年3月31日現在 （単位：円）
科　目 金　額 科　目 金　額

流動資産 58,095,131 流動負債 10,869,028 
固定資産 88,788,035 固定負債 83,502,850 

基本金 1,000,000 
次期繰越活動増減差額 51,511,288 

資産の部合計 146,883,166 負債及び純資産の部合計 146,883,166
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【目　的】
日々の生活の困りごとを北島町のボランティアさんが有償で手助けしてくれる事業で
す。日々の生活に困っている方、少しお手伝いしてほしいという方は是非お気軽にご
利用ください。

【申込み】
下記までお申し込みください。

※利用申し込みは月曜日～金曜日の午前 8：30～午後 5時までとなります。ご了承ください。

利用対象者 町内在住で 65歳以上のひとり暮らしの方

サービス内容

通院介助
（車での送迎は不可） 室内の掃除 買い物代行・付き添い

薬の受け取り 外回り・庭の掃除
（草抜き・剪定は除く） 室内の力仕事

軽度作業
（電球交換や台風対策等）

利用料金 10分 150 円
（例）通院介助 60分であれば￥150×6＝￥900）

利用日時 月曜日から土曜日　午前 9：00～午後 4：30
（日曜日・国民の祝日および 12月 29日～1月 3日は除く）

をご利用ください！！ご利用くださををををををををををををををををををごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご利ご利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利用利用用用用用用用用用用用用用用用用用用く用くくくくくくくくくくくくくくくだだだだだだだだだだだだだだだだだだださださささささささささささささささささいいいいいいいいいいいいいいいい！！！！！！！！！！！！
北島町生活支援サポートセンター北島町生活支援サポートセンター

地域の福祉、みんなで参加

令和２年度 赤い羽根共同募金令和２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。そのため、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31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 1,044,694 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31年度共同募金配分金として 634,500 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31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（634,500 円）をさし引いた残りの 410,194 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）
・ふれあい総合相談センターの開設
　（法律相談等専門相談） （40,060円）

児童・青少年福祉活動事業 207,075円

高齢者・障がい者・児童へ歳末見舞金
（88 名分）として配分

施設長期入院・入所者見舞金 284,074円福祉育成・援助活動事業
 115,060円

第23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
 438,447円

災害時に備えて 3,093円 災害時に備えて 3,719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 309,272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（290名）へ

芋餅を宅配

在宅福祉サービス事業 60,760円
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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４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。
各児童館の遊びの様子を紹介します。

児童館トピックス
中央児童館
中央児童館では、学年に分かれて小学校の体育館に遊びに行って
います。3・4 年生にはタグラグビーが人気で、体を動かして遊ぶ
ことを楽しんでいます。

西児童館
Ｔシャツ型に切った画用紙に、スポンジでハートや花型の模様をつ
けるスタンプ制作をしました。カラフルな自分だけのオリジナルＴ
シャツ飾りができて西児童館の玄関はとっても夏らしくなりました。

東児童館
紙ねんどを使ってマグネット作りをしました。
紙ねんどを混ぜて作った不思議な色がいっぱい！
動物や果物など、オリジナルのかわいい作品が完成しました。

北児童館
体育館が使えない日、館庭で水遊びをしました。
ペットボトルに水を入れ頭からかぶる子、的を狙って水鉄砲で遊
ぶ子、皆それぞれに涼みながら大はしゃぎでした。

南児童館
外遊びが大好きな子どもたち。この日は暑さ対策をしながら元気
に砂遊び。バケツやスコップを使いながら、穴を掘ったりお山を
作って楽しんでいます！

　「Ｔシャツアート」　「マグネットを作ろう！」

　「体育館で遊ぼう」

　「水遊び」　「砂場遊び」

今こそあそびでつながろう！　あそびでスカッと吹き飛ばそう！　5児童館合同企画！

実施期間：令和 2年 11月2日（月）～12月4日（金）（土日・祝日を除く）

じどうか ん『あそびンピック！』
2020.october.No.6744 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　



下腹部に効果的！
●浅めに腰かけ、背中は丸く、顎が上がらないように
●おへそを見ながらゆっくり後ろへ上体は丸めたまま
背もたれにつかないところまで倒していく

●腕は胸の前で軽く交差しておく

背中全体の筋肉を強化！
●浅めに腰かけ、両足は少し広めに
●手を頭にそえて、両肘を外に開き胸を張った姿勢の
まま腰を曲げておく（背筋はまっすぐに）
●背筋をまっすぐにしたまま、ゆっくりと上体を起こす

ひねりを入れて脇腹に効かせよう！
●椅子は浅めに腰かけ、手を頭にそえて腕を開いておく
●右ひじと左膝を寄せ合うように上体をひねる
●一度最初の体勢に戻り、今度は左ひじと右膝を寄せ
合う

●ひねった方に顔が向くぐらいしっかりと上体をひねる

スクワットの正しい姿勢を身につけましょう
●肩幅程度に足は開いておく
●背筋を伸ばしたまま、ゆっくりとお尻を持ち上げていく（重心は足裏全体に）
●正しい姿勢でできるようになったら、③⇔④の動きだけを繰り返す

膝痛予防に効果的！太もも前の筋肉を強化！
●浅めに腰かけ、右足を伸ばす
●伸ばしたつま先を自分の方に引き
　寄せるようにして太もも前の筋肉に
　グッと力を入れる
●つま先を伸ばさないようにする

腹
　
　
筋

背
　
筋

太
も
も
前

椅
子
か
ら
の
立
ち
座
り

①① ②② ③③ ④④ ⑤⑤

いこいでMKUいこいでMKUいこいでMKU
≪自宅でできる簡単筋トレ≫
　最初は5回、慣れてきたら10回～20回やってみましょう
　【注意点】　①息を止めない　②反動をつけずゆっくり動かす
　　　　　　③使っている筋肉を意識する

～20回やってみましょう
動をつけずゆっくり動かす

～憩の家でみんなで
　　　　　筋力アップ～
～憩の家でみんなで
　　　　　筋力アップ～

椅 子 編

毎日続けて転倒予防！
講師　健康運動指導士　川 島　歩

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

場　所
費　用
お問い
合せ先

月・水・木・金曜日（行事は毎週水曜日です）
10：30～13：00
北島中央児童館
３００円／月

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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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2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

1便 3便
12:25

12:25

12:30

12:35

12:40

12:45

12:50

12:55

13:00

13:05

13:10
13:10

5便
15:45

15:45

15:50

15:55

16:00

16:05

16:10

16:15

16:20

16:25

16:30
16:30

東
コ
ー
ス

★ 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 北村団地前バス停北側
⑤ 北島北老人憩の家
⑥ 北島北公園総合体育館南側
⑦ 健祥会デルフト
⑧ グループホーム癒音南側
⑨ ハローズ北島中央店
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

9:00

9:00

9:05

9:10

9:15

9:20

9:25

9:30

9:35

9:40

9:45
9:50

上り

※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。

1便 3便
13:20
13:20

13:25

13:30

13:35

13:40

13:45

13:50

13:55
13:55

西
コ
ー
ス

★ 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 中村耳鼻咽喉科クリニック
39 パンの市場パパベル
★ 北島町総合庁舎

10:00
10:00

10:05

10:10

10:15

10:20

10:25

10:30

10:35
10:35

上り
★ 北島町総合庁舎
39 パンの市場パパベル
38 中村耳鼻咽喉科クリニック
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
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
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

2便
11:40
11:40

11:45

11:50

11:55

12:00

12:05

12:10

12:15

4便
15:00
15:00

15:05

15:10

15:15

15:20

15:25

15:30

15:35

西
コ
ー
ス

下り
★ 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 ハローズ北島中央店
⑧ グループホーム癒音南側
⑦ 健祥会デルフト
⑥ 北島北公園総合体育館南側
⑤ 北島北老人憩の家
④ 北村団地前バス停北側
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

2便
10:45

10:45

10:50

10:55

11:00

11:05

11:10

11:15

11:20

11:25

11:30

11:30

4便
14:05

14:05

14:10

14:15

14:20

14:25

14:30

14:35

14:40

14:45

14:50

14:50

東
コ
ー
ス

    
下り

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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北島町総合庁舎
（北島町役場）

北島町商工会

JA板野郡
北島支所

ほほえみ北島

北村団地前
バス停北側

北島北
老人憩
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北島北公園
総合体育館南側

健祥会
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グループホーム
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老門東
バス停

⑨⑨
ハローズ
北島中央店

鍋川橋
バス停

外開団地
北側
外開団地
北側

太郎八須公園

今切団地 中今切団地 中

光風台団地 中光風台団地 中

キリン堂

キョーエイ
北側

阿波銀行
北島支店

とくしま生協
コープ東側

タブチ
石材

日清紡前
バス停

きたじま
田岡病院向バス停

フジグラン北島フジグラン北島

吉野川
病院

グリーンタウン
防災施設南

グリーンタウン
北公園東側

グリーンタウン
北公園東側

中須バス停勝瑞駅
北バス停

勝瑞駅
北側

ザ・ビッグ
北島店バス停
ザ・ビッグ
北島店バス停
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咽喉科
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中

ク
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社会福祉の増進に貢献す
るよう頑張っています。
赤十字奉仕団、健全育成、
人権、防災、環境美化等
活動を行っています。ま
た、衣裳の貸し出し事業
も行っておりますのでご
利用ください。

少女たちが、家庭・学校・
塾などで学ぶことが難し
い生きる力や、自分で考
え行動するために必要な
技能・知識・コミュニケー
ション力をアットホーム
な雰囲気で楽しみながら
習得していく活動をして
います。

北島町婦人会 ガールスカウト徳島県第8団会長　米本 元美 団委員長　井原 由紀

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。
今回はそのうちの２グループを紹介いたします。

北島町ボランティア連絡協議会加入グループ紹介北島町ボランティア連絡協議会加入グループ紹介北島町ボランティア連絡協議会加入グループ紹介北島町ボランティア連絡協議会加入グループ紹介

災害ボランティア 会 員 募 集
大規模災害における被災者への支援活動を行うため、災害ボランティアの会員登録及び活動に関
する必要な事項を定め、支援体制の確立を図っております。町内に居住または、勤務する方並び
に団体を対象に災害ボランティア会員の募集を行っております。
会員登録をご希望の方は電話またはＦＡＸでお申し込みください。
※会員登録された方に、災害ボランティア養成講座等の案内を送付させていただきます。

福祉活動アルバム「高齢者生きがい講座」

書道書道 手芸手芸

大正琴大正琴生花生花
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社会福祉協議会では、登録していただいた方に事業案
内文書等を送付させていただいております。ご希望の
方は、社会福祉協議会または各地区担当民生委員まで
お申し込みいただきますようお願いします。

★一度登録して頂いた方は、更新の手続きは不要です。
★同居となった場合は、自動的に登録を抹消させてい
ただきます。

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
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
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

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！

高齢者福祉の増進を図り、社会福祉協議
会等で実施するひとり暮らし高齢者対象
の行事の案内等、緊急時対応のために緊
急連絡先等の把握を行うことを目的とし
ます。

◆社会福祉法人 北島町社会福祉協議会◆
   北島町新喜来字南古田８８-１
   電　話　６９８-８９１０
　ＦＡＸ　６９８-８９２１
 ◆各地区担当民生委員◆

 ・宅配サービス
　（老人クラブ・民生児童委員協議会）
 ・春のおたのしみ会

【お知らせ】
平成28年度より「ひとり暮らし高齢者登録サービス」は対象者を
70歳以上に変更いたしました。平成28年３月末時点で「登録済み」
の方に関しましては、従来のサービスを提供いたします。ご理解・
ご協力をお願いします。

北島町在宅サービスセンター
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

北島町老人クラブ連合会
会員募集中！

次の児童厚生員の方々が、永年にわたり
児童館活動の普及・発展に尽くされ、児
童健全育成事業推進の貢献に功績を挙げ
られたため表彰されました。

●児童健全育成財団より
　野口　英子・長尾　正美（敬称略・順不同）

●徳島県児童館連絡協議会より
　井上　通代・天羽　峰子・田中　美鈴
　宮田まり子・大西　幸世・内海　朋恵
　久積　美佳・日﨑　由美（敬称略・順不同）
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老人福祉センター
・マスクの着用
・体温測定
　37.0℃以上、または平熱を１℃以上超える方、風邪
の症状のある方、体調の悪い方のセンター利用禁止

・手指の消毒
・換気
・マッサージ機等共有物の消毒

お風呂の利用
・人数制限をしての入浴
　男性３名、女性５名ずつ
・入浴時間は、１人40分

福祉バス・町内ぐるぐる福祉バス
・密集・密着を避けるために中型バスで運行
　※平日は、福祉バス・町内ぐるぐる福祉バスの運行に

中型バスを使用するため団体への貸出はできません。

イベント・行事関係
・ひょうたんクルージング　　中止
・北島町ボランティアふれあいまつり・じど
　うかんまつり　中止
・高齢者・障がい者パソコン入門講座　中止

【善意銀行事業】

中西　芳樹 様（鯛浜）
【フードバンク事業】

ご寄附のお礼社協会費・日本赤十字社活動支援費（日赤社費）のお礼社協会費・日本赤十字社活動支援費（日赤社費）のお礼

新型コロナウイルス感染拡大予防対策

社協会費・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
れ奉仕された方々（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。
お陰をもちまして社協会費は 535,202 円（令和２年８月末現在）が集まり
ました。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。
また、日本赤十字社活動支援費（日赤社費）は 993,214 円（令和２年８月
末現在）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。
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。

『笑話のお針箱』  様（北村）
河原　孝明 様（中村）
三和電業株式会社 北島支店 様

社協会費・日本赤十字社活動支援社協会費・日本赤十字社活動支援

本年、11月に予定しておりました第24回北島町ボランティアまつり・じど
うかんまつりは、全国的なコロナウィルス感染拡大の状況を鑑み、町民皆
様の安全を第一に考え、中止することと決定いたしました。開催を楽しみ
にしてくださった方も多いと存じますが、ご理解とご協力をお願いいたし
ます。

第24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

中止のお知らせ

第24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

中止のお知らせ

第24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

中止のお知らせ

「家族支援ワークショップ・おしゃべり会」の開催について
【開催日時】　令和２年10月30日 （金）　午前10時30分から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】　子どもさんに障害のある方でおしゃべりしたい方
【参 加 費】　１００円
【講　　師】　徳島県手をつなぐ育成会 市町村の会 おしゃべり隊
　　　　　　ファシリテーター　福井　公子 氏
【申 込 先】　前日までにお名前・ご連絡先を下記へ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。

ご案内
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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

開催しています。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。

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

よりきたじまフードバンク

【対　象　者】　北島町在住者　　
【提 供 期 間】　※先着25世帯    (なくなり次第終了)
　　　　　　　平日９時から17時まで
【提 供 場 所】　社会福祉法人 北島町社会福祉協議会
　　　　　　　（北島町老人福祉センター内）
【当日ご持参していただくもの】　住所がわかる身分証明書（運転免許証等） 
【提供食料品】　１世帯につき　・お米５キロ・サンマの水煮５缶・お菓子（小袋）２個
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内容が変わる場合もございます。）

生活に困っている希望者に食料品の提供をいたします。

ご家庭で賞味期限が残っており、廃棄する食品がございましたら本会までご寄附ください。
　　受入例（未開封で賞味期限が1ヶ月以上あるもの）
　　　　缶詰･飲料水･レトルト食品･お菓子･ふりかけ　など

～提供のお願い～

より

北島町太郎八須字備後江家

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（平日） 水曜定休
電　 話 088-697-0037

石窯パン工房

パパベル

2020.october.No.6710福祉広報 きたじま 2020  10月号
shakyo   No．67
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