警察署などから防災・特殊詐欺などの講話をお願いし
ています。 活動場所 旭町地域交流館・児童館
（りふれのさと）
対象 概ね65 歳以上の市街１区・６区・15 区に居住する方
介護にならないための健康づくりを中心に、ラジオ体
人数 会員は約 60 名、毎回活動参加は約 30 名
操、年間計画により 100 歳体操、社協ゲームやアクテ
日時・頻度 毎月第２・４金曜日（年 24 回）10:00～12:00
ィヴィティ教室、市保健センター高齢福祉課、包括支
連絡先 吉野英雄
援センター、市保健センター等の講話、西胆振消防、
--------------------------------------------------------------------------------------------

リフレの郷（地域介護予防グループ）

障がい者支援
NPO 法人 伊達市手をつなぐ育成会
（えぬぴーおーほうじん だてしてをつなぐいくせいかい）

ノーマライゼーションの普及啓発を願い、ふれあい広
場・フレンドリーサマーレクのボランティア・実行委
員の派遣、当事者団体「わかば会」と合同の特別養護
老人ホームへ年 2 回の窓ふき事業、各種研修会の開催、
赤い羽根街頭募金・災害支援募金活動、事業所合同の
バス旅行、当事者の日中活動支援、多機能型事業所

さわやかともの会（さわやかとものかい）

（生活介護 20 名、就労 B 型 40 名）の運営、令和 2 年
度からは相談支援事業の運営も始めています。
活動場所 ふれあい広場、フレンドリーサマーレク等
対象 16 歳以上で、障がい者や地域の方と交流したい方など
人数 20 名 日時・頻度 月 2〜3 回 大会・発表の場 育成会全
道大会、胆振地区育成会連絡研修会への参加・企画等
会費 会員：年 5,000 円 賛助会員：年 1,000 円以上 (1
口 500 円） 連絡先 事務局 鎌田｜office@date-ikuseikai.jp
http://www.date-ikuseikai.jp
障がいに寄り添って交流の和を共に楽しみましょう。
活動場所 市総合体育館、病院、店舗、学校
対象 年齢・性別を問いません 人数 26 名 日時・頻度 不定期
会費 年 1,000 円 連絡先 鈴木祥子

視覚に障がいのある方々へ病院内の付き添い、買い物、
社会行事等への同行支援をするボランティアです。月 2
回の卓球の練習や軽スポーツ時などの歩行や競技のお手
伝い。また、学校でのガイドヘルプ講習をしています。
-------------------------------------------------------------------------------------------ランティアを受け入れています。様々な障がいをもっ
伊達肢体不自由児者父母の会
た子ども達を理解していただけるきっかけになればと
（だてしたいふじゆうじしゃふぼのかい）
思います。 活動場所 カルチャーセンター、舟岡公園、伊
私たちの会は、どんなに障がいが重くても、地域で暮
達温泉 対象 障がいがあるお子様（年齢問わず）やその
らし続けたいと願い、様々な障がいがある子どもの親
親御さん 人数 22 家族 日時・頻度 年 5 回程度
を中心に活動しています。バーベキュー交流会やクリ
会費 年 3,600 円 連絡先 佐藤繁子
スマス会等のレクリエーション事業、ふれあい広場、
sattot3sattot3sattot3@gmail.com
療育キャンプなどを行っており、これらの活動にはボ
http://www.datefubo.org
-------------------------------------------------------------------------------------------②市立図書館への点字本寄贈、③体育館の自販機等の点
伊達市点訳ボランティアの会
字貼付・点検補修、④視力障がい者や近隣ボランティア
（だてしてんやくぼらんてぃあのかい）
団体との交流、⑤点訳体験学習の指導・社協行事への参
点訳とは墨字（活字）の文を点字に訳すことです。初心
加協力 活動場所 会員自宅及び社会福祉協議会、市民活
者は、まず点字のきまりごとを学び、それから点訳作業
動センター 対象 年齢・性別を問いません 人数 約 11 名
に入ります。現在、その作業はパソコンで行っておりま
日時・頻度 例会月 2 回、作業月 2 回
す。初心者講習開講の際には多くの方々のご参加を願っ
連絡先 相馬文代
ております。①視力障がい者からの依頼文書等の点訳、
-------------------------------------------------------------------------------------------覚障がいに関心のある人や、ろうあ者と交流をしたい人
伊達手話の会（だてしゅわのかい）
人数 19 名 日時・頻度 週 1 回（木）19:00〜21:00
伊達聴力障害者協会員から、手話を学び交流を深めてい
大会・発表の場 ふれあい広場、市民音楽祭、市民手話講
ます。（見学・入門・初級別グループ学習、手話歌、ゲ
習会 会費 高校生以上 年 4,800 円
ーム、講座、花見・クリスマス会など季節行事）。ろう
小・中学生 年 2,400 円
協会の各種事業（手話講習会）や地域団体事業（ふれあ
連絡先 市社会福祉課 高清水徹子
い広場・市民音楽祭・スポーツ交流会）に参加協力し、
shogai@city.date.hokkaido.jp
手話や聴覚障がいの理解・普及活動しています。
活動場所 カルチャーセンター 対象 小学生以上で手話や聴
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ふれあい広場、障がい者パークゴルフ大会、障がい者
スポーツ交流会、ボランティアフォーラムなど。
（だてしんたいしょうがいしゃふくしきょうかい）
活動場所 市民活動センター等 対象 伊達市居住の身体障
身体障がい者福祉協会では、会員相互の親睦と社会参
害手帳をお持ちの方、及び本会の趣旨に賛同する方
加等を目的に、次のような活動をしています。花見、
人数 55 名
会費 年会費 1,800 円 連絡先 伊達身体障が
新年交礼会、一泊旅行、市議会一般質問傍聴、料理講
習会、文芸作品展、カラオケ、手芸の会、手話講話会、 い者福祉協会 事務局担当 山田 事務局（伊達市社会福
祉協議会内）｜date-shakyo@viola.ocn.ne.jp
ボランティア連絡会、体育協会等主催事業への参加、
https://twitter.com/dateshakyo
-------------------------------------------------------------------------------------------語条例」が施行。協会員は、手話・聴覚障害の理解・
伊達聴力障害者協会
普及活動を推進します。
（だてちょうりょくしょうがいしゃきょうかい）
活動場所 例会：伊達市社会福祉協議会。手話の会手話指
私達の協会では、毎週木曜日、手話の会で手話指導を
導：カルチャーセンター。 対象 市内在住のろうあ者の方
しています。月に 1 回の例会を行いながら、新年会、花
人数 8 名 日時・頻度 例会（月 1 回）、手話の会（週 1
見、忘年会などの行事を行っているほか、全道ろうあ
回） 大会・発表の場 市民音楽祭・市民手話講習会・全道
者大会やスポーツ大会などにも参加、また学校や地域
ろうあ者大会など 会費 年 10,000 円
団体などに出向いての手話指導も行っています。平成
連絡先 山本時枝
29 年 4 月から「伊達市やさしい心がかよいあう手話言

伊達身体障がい者福祉協会

-------------------------------------------------------------------------------------------就業・生活支援センターすてーじ）、各事業計画に基
西胆振心身障がい者職親会
づいた場所 対象 心身に障がいのある方を雇用、または
（にしいぶりしんしんしょうがいしゃしょくおやかい）
雇用を考えている方、本会目的に賛同する方、心身に障
心身障がい者の社会的自立を促進し、福祉の増進に寄
がいのある方 人数 73 事業所（うち特別会員 8 事業所）
与することを目的に、雇用を促進するための社会啓発
日時・頻度 事業計画に基づき活動
活動や、雇用・就労について研究・研修活動、労働サ
会費 正会員：年 12,000 円、特別会員：年 6,000 円以上
イドにおける諸制度の研究と活用・福利厚生面の向上
連絡先 胆振日高障がい者就業・生活支援センターすて
などの活動をしています。
～じ 事務局長 大槻美香｜ stage@dofukuji.or.jp
活動場所 支援センター内、事務局（胆振日高障がい者
-------------------------------------------------------------------------------------------と思い活動しておりますのでご希望の方はお知らせ下
朗読ボランティアやまびこ
さい。朗読に関心のある方、一緒に活動してみません
（ろうどくぼらんてぃあやまびこ）
か。ご一報をお待ちしております。
平成 5 年に発足。主に広報だて、みんなの市議会、新
活動場所 伊達市社会福祉協議会、市民活動センター
聞、リクエスト本等を朗読、録音し視覚障がい者の方
対象 朗読ボランティアに興味のある方 人数 14 名
へ CD ・テープでお届けしています。利用者のみなさん
日時・頻度 例会・勉強会：月 1 回(第 2 火曜日）13:00～
との交流会では楽しい催しを交えながら、意見交換を
16:00 事業計画に基づき活動 会費 年 1,200 円
行うなど親睦を深めています。聞きやすく理解しやす
連絡先 小林正利｜kbys-msts.0215@honey.ocn.ne.jp
い朗読を目指しての研修も行っています。一人でも多
くの視覚障がい者の方に CD ・テープをお届けできたら
-------------------------------------------------------------------------------------------す。会をサポートしてくださるボランティアの方も随
わかば会（わかばかい）
時募集しております。
市内及び近隣市町で自立生活や在宅生活を送る知的障
活動場所 だて地域生活支援センター 対象 地域で暮らし
がいのある方々の自治組織で、会の目的に賛同する方
ている知的障がいのある方 人数 130 名
は誰でも入会できます。レクリエーションや旅行、サ
日時・頻度 不定期（月数回） 大会・発表の場 研修会
ポートセンターひまわりの窓ふき・花壇づくり、ふれ
会費 月 500 円 連絡先 だて地域生活支援センター
あい広場への出店、歓送迎会や忘年会、年 3 回の新聞発
dateshien@dofukuji.or.jp
行などの他、会員向け研修の開催、各種セミナーや会
議等への参加など楽しくためになる内容がいっぱいで
--------------------------------------------

インターネットでも見られます
北海道 移住定住 西いぶり
nishiiburi.jpn.org

伊達市ホームページ
city.date.hokkaido.jp

団体に連絡がつかない、直接は連絡しにくい場合は私たちにご相談ください

✉datecomu@dcpc.jp

☎ 0142-25-6504
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