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新春のお凌びを申し上げます

社会福祉法人名寄市社会福祉協議会

会長 考反田 イニ

新年あけましておめでとうございます。

市民の皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えのこととお慶び申しょげます。

また、日頃から名寄市社会福祉協議会に対しまして、ご文援ご協力を賜り辱くお礼申し上げます。

近年、地域福祉を取り巻く環境は目まぐるしく変化しており、特に、地域社会との繋がりゃ人と人との関

係、が希薄になることにより孤独や獄立する世帯が増加し、また、経済状況の悪化や装用の不安定化

が進み、今日的課題である生活困窮者の増大など、様々な課題が混在しており、従来の社会保障・

社会福祉制度の枠組みだけでは対応することが困難な状況となってきてLぜす。

また、日本各地では大きな自然災害が多発しており、ここ名寄市においても大雨による被害が出るな

ど自然災害への備えも、私たちの暮らしを守る重要な要素となっています。

このような中、本会では、地域福祉を推進する中核的な団体として、 3年目を迎えている第3期地域福

祉実裁計画「共に文え合う安心・安全・福祉のまちづくりJを基軸に市民、福祉施設・団体、民生委員

児童委員、ボランティアなとゆ地域の方々と共に様々な地域福祉活動を進めて参りました。

本年も、これまて明培ってきた地域福祉活動を更に発展させ、誰もが暮らしゃすい地域づくりを進めてい

けるよう役職員一九となって努力してまL、りますので、市民の皆様の更なるご支援ご協力をお願い申しょ

げます。

最後に皆様のご多幸を心からお祈り申しょげ、新年のご挨拶とさせていただきます。

〈会長〉

坂田仁

〈副会長〉

名寄市社会福祉協議会役員
任期：平成26年3月27日～平成28年3月268

菅野正雄中村雅光小平一郎滝沢照子

〈常務理事〉

三谷正治

〈理事〉

中村辰雄木田繁太郎熊谷守 横山正範中村幸尚

新井田洋 川 原夏子今藤正美名取純子江尻簿掌

宙通俊昭山ロ正克小田桐茂

〈監事〉

神田寿彦佐々木寛 藤井武



止がみt..tl＆~認干す去す芸〈リ l'i
舎年7月5日〈白）開催で30回目を迎える f13＼れあい広場なよろJの記念事業として行っている fみんな

の『うた』づくりJが進んでいます．
皆さんのまちづくりへの夢や思いを鞍にして、これからもずっと残っていく宝吻の較をつくっています．
完成した叡は舎年7月5日開催予定のふれあい広場で発表します．
舎後ち皆さんから夢や思いを寄せていだだく機会を設けていきますのでご協力よろしくお願いいたします．

舎年度3回目となる市民ボランティア講座（年4回開催〉を12月
1 4日（臼〉に名寄市総合福祉センターで開催しました．

fみんなで進める！夢溢れるまちづくり！ Jと題して行った舎回

の講座では、前半Cシンポジウムを行い、名寄身体障害者協会会長

の木村喜代志さん、上川北部聴覚障害者協会の森興市さん、 NPO 

法人ふらつとほ～む理事長の大平啓朗さんのいずれも名寄市内に居

住している障がい当事者の3名に笠壇いただき、当事者の目線から
－・自 のまちづくりや音楽な

ど芸術の楽しみ方など をから木村さん、森さん、大平さん

についてお結いたどさました．

後半には fみんなの『うた』づくりJのコーディネートをして

下さっている大平啓朗さん、田上圭太さん、武井麻里さんの3名

に笠壇いただき、参加者から寄せられたまちづくりへの思いや夢

をヒントこれからの曲づくりへのイメージなどを参加者と情報受

換をしながら語り合いまし定．
をから太平さん、田上さん、武持さん

砺波区町内告Eフいて
名寄バイパス北インターチzンジを申1らとして西

側一帯に位置しだ稲作中心の純農村地織です．
ほとんどの住民が父祖世代が築いたこの地で f生

まれ・育ちj住み慣れた生活の場に安住し、さきなお
強くたくましい開聾魂が健在な町内会です．
昨年は、農業後継者との新夫婦が誕生し、豊穣の

秋とも霊なり、町内会全体が喜びに満ち溢れていま
す．

館育所奄拠点どした地域活圏
予育て支援への熱意と高齢者への銀袈精神ち深く、

農繁忙期には育児負担軽減と泊児教育を目的とした

名寄市へき地保育所 f砺波保育所Jを町内会が主俸

となって運営をしており、高齢者との世代間受流事

業である「鍍老の集いJを開催するなど、保育所を

拠点、とした絶域での受流も深めています．

また、開拓記

愈祭では f停育

大会・普賢老会・

鰐き肉パーティ

ーJなどを行っ
ており、毎年盛

会に開催してい

ます．

(flo{.11) 

号後の地域フ〈リ
大雨や河川の氾濫による氷害や冬の雪害、各世帯や

生活道路の除雪への苅応など災害時に備えた環境整備

が必要になってきていると替えています．

合後は地域を開拓してこられ足先人達の知患やこれ

まで培ってきた地織の良さをこれから湿っていく次世

代に語り継ぎながら、誰もが安心して暮らせる地壌を

町内会全体で盛り上げていきたごいと考えています．
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法人募金・

篤志募金・

お問い合せ先

名寄市共同募金委員会
干096・0011 名寄市酉1条南12丁目

名寄市総合福祉センター肉

円

「赤い羽根共同募金』 『歳末たすけあい運動』

共に平成27年2月末まで募金を受け付けています．

ご協力いただける場合は左記、名寄市共同募

金委員会までお持ちいただくか、お問い合わせく

ださい．

市民の皆さんからお寄せいだだいだ工コキャップ（ベットポトルのふた）を活用して、世界の貧しい子ど
も達のワクチンや図書の提供などの生活に役立てる活動を行っています．
現在、集められたキャップの整理を行っていただける方を募集しています．
活動は下記のとおり行っていますので、皆さんのご参加ご協力をよろしくお願いします．

E月市長~認可司副日I日E司司＇f~；示草津2・

．活動日毎月第1火曜日10時～12時
・場 所名寄市総合福祉センター
・事前申込不要
．活動内容キャップの最終整理（仕分けなど）
※特に必要な持ち物はありません。
どなたでも参加いただけますのでお気軽にお越しください。

－耳目置~
キャップは必ず「水洗いをして」お持ち下さい。
下記のようなキャップは回収できませんので、ご協力お願

いします。
・回収不能キャップ
醤油やお酒等のキャップ／洗われていないもの／シール

等が貼つであるもの
※一般的なベットボトル飲料のキャップを回収します。
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エフエムなよろ rAirてっしJで名寄市社会福祉協議会からのお知らせが獄送されて

います．

政送内では名寄社協の各種事業の紹介や｜ ・放送日程．

行事予定などが紹介されていますので、ぜ｜毎週火曜日 〈一回目〉 8:0 0～ 
ひお聞き下さい・ ｜ 〈二回目） 17:45～ 

・愛情銀行橿位機鶴等館入助成事鍵助成田体決定c;)at知勾世

助成団体一覧
団 体 名 朗成機器等

風連町西風連老人クラブ カラオケセット他一式

1区町内会 力ラ才ケセット他一式

西町2区町内会 コピー機

風連中央北老人クラブ カラオケセット・ Dv O一式

徳田区町内会 力ラ才ケセット他一式

．，、，Lバー，IllI I 

聴 種：ホームへんパー

雇用形態：パート

給 料：時給 1.150円～

手 当：資格手当 3.000円〈介護福祉士）

業務手当 70円／1時間

業務内容：訪問介護

勤務体系：：不足体〈シフトCよる勤務〉

l邸鵠潰搭等：初任者研修終7者

（ホームヘルパ－2級以上〉

普通自動車免許

その他：詳細については名寄市社会福祉協

議会までお問い合わせ下さい．

※応欝希望の万はハローワークからf紹介状Jの変

何を受けて下さい．

五£；妊灼破局制叩WlS~Qぁ©ll ~ 
鍵情銀行1a、昭和44年仁市民の皆さんの震情を善意として積み立て、社会福祉穆業に活用すること 疋明宵事

を目的に開始されました．現在は、会欝礼状としてご利用いただいている f福祉はがきjをはじめ、チ 'tV)戸出
ヤリティ映画会の益金、重銭や物昂寄伺を、福祉団体の福祉器具購入駒成など市内の地域福祉・在宅福 i白flr1I 
祉事業広有郊に活用させてい廷だいています． ロw
〈〉愛情銀行寄託［福祉はがき〕 （平成26年10月1日～平成26益事11月30日）

．月｜ 寄付金額 ｜件数 H月｜ 寄付金額 ｜件数｜｜ ｜ 寄付金額 ｜件数

10 I 418. ooo円

〈〉震情銀行寄託［一般寄付〕

190.000門17 11 

月
一
川 同

額
一
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金
一
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付
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一
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額
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o

金
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∞

付
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寄
一件数 月

3 11 11 

7 11合計｜ 608,000円 I 24 

（平成26年10月1 日～平成26~手11 月30日）

件数｜｜ ｜ 寄付金額 ｜件数

1 11合計 269,946円 4 



参加〈予定〉
社会福祉法人名寄みどりの郷
社会福祉法人道北センター福祉会
社会福祉法人なよろ陽だまりの会

鍋：楽描き〈名寄市西3罪主皇）

．けロシ告掲

竺竺Ir織植を~J
吉田鍋院

霊祭漂

f楽描きJでは毎週土日にサロンを行っています．
自由に変涜でき猷み糖ち用意していますので、お気軽にお立ち寄
り下さい．

本事業は「平成26年度北海道新聞社会福粧振興基金一般公募
助成」により実施しています。 ｜［主催・問い合わせ先］

印刷 ｜社会福祉法人名開会問 議会の事なら何でもご相麟下さい。｜ I TEL:01654-3-9862 I FAX:01654-3-9949 ’Mac・Wirr7－棚、カラー初制御関側｜ 、
’：く〉年末年始休業のお知らせく〉

鑓北方印刷所部品智稽留~~ I弘二：： 1日 ω から1月5日傭まで体業い

代表II・a稔..楢山 祷明 t’ltb>://www.hOPPOh.Jp ｜：※ホームへんプサービスiま遇常遇り提供いたします．
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