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この社協だよりは、赤い羽根共同募金の一部でつくられています
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当別町社協は地域の昆守りを強化，1£,；（います

孤独死を防ぐために

高齢者等が、近隣の方等に気づかれずに亡くなり、数日が経ってから発見されるといういわゆる

「？瓜独死」が問題となっています。

当別町社協では、町内会・自治会、民生委員、福祉委員、新聞販売所、郵便局、福祉サービス事業

所等と連携し、住民になんらかの異変を察知した揚合、速やかに当別町社協に連絡していただ

き、関係者等と、速やかな苅応を行います。但し、緊急性がある日寺は、当別消防署、当別交番に連絡

していただきます。

愛の訪問サービス ヤクルトの配達時に

安否を確認します 福祉委員による見守り訪問

問合せ先当別町社会福祉協議会電話 22-2301

sosネットワークシステh行方不明認知症高齢者早期発見のために

認知症の高齢者等の方が俳佃して行方不明になった時、出来るだけ早く対応できるよう、警察、

社協、関係機関、団体の連携により、本人や家族を地域ぐるみで、支援することを目的としていますO

電話連絡先札幌北警察署 生活安全課

当別交番

011-727-0110 

0133-23-2151 

町内会住民による模擬訓練 認知症の方の声かけについて事前に研修を受け実施しました。

この事業の相談窓口 当別町役場介護サービス係 0133-23-3029 

当別町地域包括支援センター 0133 25 5152 

。



当別社協だより第127号

社協c;)福祉唱すービス奄ご利用・ご相談下さい

概ね65歳以上のひとり喜らレ高齢者・夫婦世

帯で食事の支度が困難な方に対して、自宅まで夕

食をお届けし、食生活の改善及び安否の確認を致

します。

－利用日月曜日～金曜日

週5固まで利用できます

・利用料 1食 40 0円

•ff'~ ;1 lli;; z=柁~~長ヨ
概ね65歳以上のひとり喜らし高齢者を対象に

乳酸菌飲料（ヤクルト〉の宅配時に声掛けをし、

安否の確認を行います。

－利用回惣 週3回以内

・利用料 1本20円

除雪ポ弓シティア募集
社協では、ひとり暮らし高齢者世帯、障がい者世帯等で、

自力で除雪が出来ない世帯を対象とした除雪ボランティアの

募集をしています。

個人、団体、企業等どなたでち、活動していただける方は

ぜひボランティア登録をお願いいだします。

3 

除雪ボランティア活動は、積雪によって社協が随時活動

目、時間を協議させていただきます。「地域の力」となっ

ていただく方を募集しています。

昨年の活動内容

［活動件数延べ48世帯］

活動人数延べ333名

あなたの
腸に、
乳酸菌

事 シロタ株。
札幌ヤクルト販売（株）札幌市中央区大通西6丁目大通公厨ビル

函 0120一01-8960 （受付830-17 30日削除く）

なお、下記の2日間は、除雪ボランティアの日として実施
いだします。

平成28年1月23日（土）・1月24日（日）

問合せ先 当別町社会福祉協議会

電話 22-2301
F A× 22-0001 

市：理~~閣；
｛年来年始オ田ドブI~・調刺身let、 12/25までのと予約のみ対象とさせて頂きます）

ε板潔矯鎮萄設頚通鍾筆頭扇樋醤鴎類、

創業大正5年花認可1、ふみ冨量L~ 
永年100年を ~I .，叫.. "Iてト ＼~／h

i卑えます TEL:23・2040当別町園生55
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各福祉団体では、様々な活動に取り組んでいます。

会員同士の交流や紳を深め、魅力ある組織づくりを社会福祉協議会は応援

します。

【 ふれあいスポーツ大会 〕 〔 一泊研修旅行

高齢者クラブ連合会 身体障害者福祉協会

〔介護者リフレッシュの集い施設見学〕 [ 当別町戦没者追悼式 ） 

介護者と共に歩む会 遺族会

［ 石狩地区母子寡婦福祉研修大会 ） ： fゆとろ」花壇整備 〕

母子寡婦会 ボランティア連絡協議会

各国体のお問い合せは、 当別町社会福祉協議会事務所 〈ゆとろ内〉 電話22-2301

。

。
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} ~ .],ll可W 守、可降、 4白、.. ~＇、ヤアート 冒宇品目当•It ＞ 占、F ふ， h 、 ・
』 ん はお1凶ゆ乞抱え？」い/Q)JJ、、．相談、 7こミさい！
｜日常生活自立支援事業のご案内 ｜

－判断能力が十分でないために、適切な福祉サービスを受けることができない、そのような方
のために、福祉サービスの利用手続きや代行、利用料の支払いなどを行い、地域で自立した生
活が送られるように支援するのが日常生活自立支援事業です。

－どんな人が利用できるのか
在宅で暮らしている認知症高齢者、知的障がい、精神障がいのあ
る方で判断能力が十分でない方。

－どんな援助をするのか
1. 福祉サービスについての情報提供、助言をします。
2.福祉サービスを利用したいときの利用手続のお手伝いをします。
3.公共料金の支払いや年金の受取の確認など、日常的な金銭管理の

お手伝いをします。
4.福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続についてお Aさん

手伝いします。
5.通帳、印鑑などの保管のお手伝いをします。

．誰がお手伝いをしてくれるのか
当別町社協に登録している「生活支援員Jがお手伝いをします。

．利用料

1回 (1時間程度）の利用で、利用料金 1' 2 0 0円と生活支
援員の交通費実費をいただきます。
（生活保護を受けている方は、公費で補助されるので無料）

問合せ先当別町社会福祉協議会 電話 22・2301
也、、か~ l，えんいん

生活支f嚢員

「τ言言宗一ー
あなたやご家族の／~＼配ごとについて、

l必要なアドn：イスをいたします。

また、相談内容により、 専門の相談機

関をご紹介いたします。

開設日 ／毎月第4木曜日

時間／午後 1時～午後4時

場 所 ／当別町総合保健福祉センター

電話／22-2301

~ 日曜大工センターセンテイ

可司V 泉亭産業株式会社
。日用雑貨・園芸用品・暖房用品

。土木・建築資材・ガラス・サッシ

。住まいのリフォーム・ガレージ建込

とうべつポイントカード会加盟店です

当別町樺戸町532-2 TEL 23-2277 

社協事業、ボランティア活動、レクリ工ー

ション等、地域づくりのための出前講座

を開催しています。

町内会・自治会・高齢者クラブ ・団体

等でぜひお役立て下さい。

問合せ先 当別町社会福祉協議会

電話 22-2301

F A × 22-0001 

五三己壬日コ
通 話料金無料のフ リーダイヤル ［電話にて申込み下さい］

霊園012-071-3005 惣 23-3005
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告奇＠謀議訪~©~aee昔、、~~ぬ
善意のご寄付ありがとうございました。日頃より、 皆様には社協事業に深いご理解とご協力をいただきI~＼よりお

礼を申し上げます。また、 この度は山のこもった温かいご寄柑をいただき感謝に堪えません。福祉活動のため有

効に使わせていただきます。大変有難うございました。

今回は、平成27年11月20日までの分を掲載させていただきました。 （敏称略〉

※故人の生前のご厚情を謝し ； ※社会福祉事業に役立てて ※社協 「霊の小箱J

5万円〈太美町〉 田圃綾子：・雑巾 250枚大成寺大谷婦人会

5万円 （太美南〕 後藤田ユキ： 代表武田章子

3万円 〈岩手県〉 中川光弘： ・21.000円当別ライオンズクラブ

. 1千932円藤沢製菓株式会社

・280円 公益社団法人当別町

シルバー人材センター

3万円 （蕨 岱） 谷川健治； 会 長 近 藤 進

3万円 〈若葉〉 石津正規：・ 67,500円 匿 名

受《岩 入貝者招71
社会福祉活動推進に貢献されそのご功績に対しまして、 表彰されました方々をご紹介いたします。

｜北海道善行賞 ｜ 

自立支援功労者（身体障害者）

阿 部 良 子 様

・各種印刷・
．事務機器・
・事務用品・

華街子のままラクラクお出かけ！
介護タクシー

お弘
通院・人工透析等リハビリや施設への往復に・・・
お買い物やご旅行に・・・
冠婚葬祭でのお出かけに・H

※身体障害者手帳提示で 1割引します
事前にご予約ください。

Tel 090・8428・4361
Fax 0133・22・2909
当別町西町28奮地10 代表日光（ヘJi,/~－2緑、ガイ ドヘルパー）

｜北海道共同募金会会長表彰

永年勤続奉仕者

大津博子様大津勉様

共同募金運動優秀地区・団体

西町婦人会様

縄）松岡商事
ft 0133-23-3977 

m宜主重宝亙週
TEL 23-2647 FAX 23-1115 

対雁22-3
車の車検、修理、販売、保険、貸切観光

事e ：~怠ら何宏、Sお気軽に！
女土曜日も営業しております。

http:/ I wwwhokusei-motor・com 

。

。
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ク固ー岡田空号
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編集： 当別町ボランティアセンター
〒061-0223 当別町弥生1091・6
当別町共生型地場福祉ターミナル内

TEL&FAX(Q133)22-0400 

この度、かすみ草の会が北海道社会貢献貰 （地域活動推進功労貰）を受貨致しました。先日の10月30
日（金）に北海道庁本庁舎で執り行われました表彰式ヘ会を代表して会長の大畑富雄氏（右側写真中央）

ほかスタッフ2名で出席致しました。かすみ草の会は、平成14年に発足以来、町の介護予防事業「かすみ草

の集し1」を月 1回実施し、参加者一人ひとりの健康保持や介護予防に繋がる活動に努め、地域の高齢者福祉

の向上に貢献されてきました。かすみ草の会の皆さま、誠におめでとうございます。

北海道社会貢献賞表彰式

企ボールをはじき、気分ちスカット！スカットボール！

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

<9目20日（日）〉ポ弓ンティア愛弓ンド2015inねおろ
年に一度、全道のボランティア実践者が一堂に会すイベント「ボランティア愛ランド」が今年は根室市を会

揚に開催されました。当別町ボランティア連絡協議会から会員8名と社協職員 2名で参加してきました。イ

ベントとして興味深く親近感のあるテーマでの講演会やシンポジウムが行なわれ、 他の市町村のボランティ

ア実践者と交流を図ることができとても充実した内容となりました。
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ク固~1奪回全 編集： 当別町ボランティアセンター
干061-0223 当別町弥生1091・6
当別町共生型地域福祉ターミナル肉

TEL&FAX(0133)22-0400 

～たくされの入じありがとう～

福祉まつりふれあい広場2015<9即日（土）山

『お亙い思いやりな七フζ、受えあい、削り白うJI蹴づくり』

一来場者1,500人一
， 『

今年も多くの方々のお力添えのもと、盛大・盛況にて終えることができました。今年ちたくさんの

笑顔、 喜びに出会うことができました…ご来場くださいましたみなさま、多大なると協力を賜りまし

た関係者のみなさまには心より深く感謝申し上げます。

※詳しい内容が決まり次第、改めてご周知させ
ていただきます。ぜひご参加ください｜

『ふれあい会食会』に

拳加し：c~寺桂九か？
ふれあい会食会は、「普段一人でお食事をされる

ことが多い方」や「みんなで楽しく食事をしたい！
という方」をご招待し、一緒に調理、レクリ工ーシ

ョン、創作活動などなど四季に合わせたプログラ

ム内容で月1回程のペースで開催しています。少し

でも興味のある方は気軽に r:'r~－〆帰
お問合せくださいP ふ詩嵐議試ぷグ

一問い合わせ ？純粥マ
当別町ボランティアセンタ－ H22-0400 

』

。


