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ついに誕生 11白老町限定号ザイン募金ピンバv千
500円ぬ募金協力で 1個贈呈致し手す。

※募金額から制作費を除いた額が募金となります

※募金ピンバッチに関するお

J -【のんのと共同募金がコラボ}一、
私の名前は fのんのjです。由来はアイヌ語で「花j

fかわいらしいjという意昧です。デザインは白老町

内の小中学生からの募集をもとに、まちの豊かな自然

の恵みを後世に伝えるため、自然と共生してきたア

イヌの人々に伝わる「コロポックルJ(=蕗の下の妖

精)をモチーフに食材王国しらおいのイメージキャラ

クターとして生まれました。
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ご協力よろしく
お願いします!!

赤い羽根共同募金運動スタートします!!

「たすけ愛J(歳未見舞金〉についてのお知らせ …詳細はp.5

高齢者クラフ活動ニュース!! …詳細はp.6

しちおい笑顔まつり報告他 …詳細はp.7
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最い羽根c;)募金活動i忠彦ちc;)人ぬ
やさしい気持ち奄集める活動です f

毎年町内の
大型庖舗で

街頭募金活動を
実施しています11

白老町のみんなで集めた募金は、まちヘ還元され、町内の
子どもたちゃ高齢者、障がい者などを支援する福祉団体や
白老町をよくするための社会福祉事業に使われております。

他にも北海道の募金として道内福祉施設の車や施設

整備、 防災事業等に使われます。また一部を「災害等

準備金」として積み立て、地震や豪雨等による大規模

災害発生時には災害ボランティア活動支援として災害

地を救う為に、活用されております。

。

平成28年度の目標額 3，500，000円 10 
町内会戸別募金 1.900.000円 町内会を通じ各世帯にご協力をお願いしております。

法人募金 1，000，000円 町内企業や商屈などの皆様にご協力をお願いしております。

その他募金 600.000円 街頭募金やイベントを通じてご協力をお願いしております。

Iなぜ町内会で募金したのに、職場や街頭などでも募金するのですか?J
共同募金は、一人ひとりにご協力し1ただくことをめざしている運動だからです。

共同募金は、各家庭ばかりではなく、職場や街頭、学校などで

も協力を呼びかけています。これは住民の皆様一人ひとりに、住

んでいる地域の福祉に関心をもっていただきたいからです。

多くの人は、日常的に福祉にふれる機会がほとんどありませ

ん。誰もが自分の地域に関心をもち、お互いに助け合って、とも

に生きていこうという理念のもと共同募金運動を行っております

ので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。

| お問い合せ先 白老町社会福祉協議会平日8時III分..時まで ft82-6306 
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今年ち初音ミクを通じてクリエイターのみなさんが、
そして妖怪ウォッチが赤い羽根共同募金を応援します

このコラポ企画は、赤い羽根共同募金を通じて「思いやりの心」や「助け合うことの意義」など

を分かりやすく、親しみやすく伝えることを目的としております。また、若い世代の皆様にも、地

域課題を知って戴き募金運動に共感いただければとの思いを込めて実施しております。

皆様の温かい気持ちが、地域の福祉活動を元気にするための力へと変わる取組みです。白老町で

支援を必要としている人の笑顔に繋がるよう、ご協力お願い申し上げます。
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※社協窓口にて募金協力戴いた方には2016年限定グッズ(日本ハムファイターズ・ コンサドー

レ札幌 ・初音ミク・妖怪ウォッチ)を進呈致しますので、下記お問い合せ先記載の時間内に窓口

までお越し下さい。いきいき4・6入って左側の窓口ですので気軽にお声かけ下さい。

(0)2016年限定寄付金付きヒシバッチご紹介。

ピンパッチを身につけて戴くことで、皆様に赤

い羽根をより身近に感じていただきながら「じ

ぶんの町をよくするしくみ。」である共同募金運

動を盛リ上げていきたいという思いを込めて、
この取組みを行っております。趣旨をご理解い 高田F 「 Emzよい…叩

ただき、ご協力よろしくお願い申し上げます。 ぬんぬ(白老町限定) 初音ミヴ

1個500円 ... ぐ-
腕~
oee毛~.，ん2温

※数量限定※
製作費を除いた額が
募金となります

白老町共同募金委員会役員のご紹介
任期:平成28年7月19日~平成30年7月18日

[会 長]田村文一

[副会長]民部吉治

[理 事]吉田末治

桃井征矢

高木藤子

伊藤広敬

[監 事]秋田元司

但馬まや {評議員]大屋正義 今井道雄 遠藤克彦 藤本直司 山崎勝年

武田信昭松岡勝昭 西村一夫 田中捷也 福樺孝宏 植村耕治猪股 宏

池田隆介 宮下興史夫 川田聖塚原光博 三園洋子 上田悦子倉地美直

西内利子 鈴木みゆき 村上優子 鈴木キワ子 千葉節子 本間桂子 三園谷公一

野本裕二 玉井静雄 岩本秀俊 田野島靖国本忠孝 岩田悦郎 清水尚昭

平松幸子 千石講平 川田千春手塚敏 紺野恵美子 田中 恵

l お問い合せ先 白老町社会福祉協議会平日8時.分111.時まで P!I:BlllICltJ-
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昨年度、皆様か5ご協力戴いた共同募金総額 3，408，149円
ご協力戴きました募金につきましては平成28年度の町内福祉団体活動支援事業や
社会福祉事業等に活用されております。皆様のお気持ちに心より感謝申し上げます。

[町内社会福祉事業]

出前講座事業 (30.000円)

結婚相談事業 (r80~OOO円)

赤い羽根共同募金助成事業
白老町祉協×エワシオコ弓ポ企画

「ほほえみj発行広報事業 (387.149円)

ふれあいサロン事業 (300.000円)

ボランティア体験学習事業 (90.000円)

ボランティア演芸交流会 (200.000円)

白老町社会福祉大会開催事業 (310.000円)

[全道広域助成事業]

町民防災事業 (100.000円)

住民行事用テン ト設置事業1張 (99.750円)

機器整備事業テント用ウエイ卜10個 (56.000円)

[町内福祉団体]

身体障害者福祉協会白老支部 (26.000円)

白老肢体不自由児者父母の会 (32.000円)

白老町手をつなぐ育成会 (86.000円)

白老地区ことばを育てる親の会 (70.000円)

北海道難病連白老支部 (44.000円)

保護司会白老分区 (12.000円)

白老町母子会 (90.000円)

白老町婦人ボランティアグループ (43.000円)

ボランティアグループ四ツ葉会 (43.000円)

ヘルム39(43.000円)

白老小学校青少年赤十字 (26.000円)

社会を明るくする運動白老地区推進委員会 (17.000円)

手相櫨活パーティー報告

7月号広報でお知らせした、第4固婚活パーテ

ィーを 7月24日(日)に開催しました。側工クシオ

ジャパンに協力戴き、手相占い婚活を、町タトの女

性15名、町内在住 -在勤男性16名に参加いただ

き男性はキャンセjレ待ちが出るほどの人気でし

た。

1対 1の自己紹介からスター 卜し、札幌在住手

相占い鑑定士の美羽(ミワ〉先生の手相グループ

クイズ、最後にフ リータイムという流れでパーテ

ィーは行われました。グループクイズでは和気あ

いあいとした雰囲気で皆さん楽しそうでした。

今回は5組Cnl1"1τ"シゲが誕生し、力、ソプリ

ングになられた方々には特典として美羽先生から

手相鑑定とマヤ歴による今後の2人へのアドバイ

スがあり、これらの進展に期待です。

出前講座事業(高齢者疑似体験の様子)

| お問い合せ先白老町社会福祉協議会平日8時g分......，17時まで 包82-6306

。

。
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白老町共同募金委員会では、現在公的な援助を受けていない先進的な住民福祉活動を支援するため、平成

29年度事業に対する先進的な住民福祉活動を支援する為活動支援助成金の新規募集を次のようにします。

《助成対象団体》

町内で福祉活動を行う「住民団体やグループJで新たな活動実施に必要な資金の確保に困難をきたしている。

《助成対象となる費用》

活動のために必要な研修費、備品 ・機材等の購入費、 PR資料等の作成費、または活動団体の運営に最低限必

要な経費とします。(飲食、講師謝礼、研修旅行費、人件費等は該当外〉

《助成金》

上限2万円(但し、募金総額の範囲内)

《募集期間》

平成28年10月1日~平成28年11月25日までに下記までお問い合わせ下さい。

(結果については、平成29年1月末の審査委員会で審査し、お知らせ致します。)

平成怨年度耐砂愛J(歳親舞釧贈呈lこ訓 て
|対 象者!

白老町に居住する者で、平成28年 10月 1 日現在、下記 1 )~3)のいずれかに該当する世帯で、かつ前年

度の総収入が103万円以内の世帯(但し、扶養1名につき38万円を加算する)

1 )障がい者世帯(世帯主が身体障害者手帳 1級または 2級を所持する障がい者世帯)

2)母子世帯(世帯主が20歳未満の子を扶養している母子世帯)

3)高齢者世帯(世帯主が70歳以上の高齢者世帯)

※対象者確認事項として歳末見舞金を贈呈する際、本人の同意に基づき 白老町社会福祉協議会が白老町へ

世帯状況及び収入状況等を照会致します。

※収入とは給与収入、年金収入(国民年金、厚生年金等の公的年金・企業年金・私的年金など)、株、配

当金、土地の売買収入など(遺族年金、障害年金は含まない)

※10月1日現在、福祉施設に入所または医療機関に入院している方や10月1日以降長期に入所・入院され

る方は対象外となります。但し、申請時以降に一時的に短期で福祉施設に入所、医療機関に入院される

方はお問合せ下さい。

※生活保護の適用を受けている方や子の扶養家族となっている方は対象者外となります。

|歳末見舞贈呈額|

1 )世帯割 1世帯当り 5，000円 |例 母子世帯 (20歳未満の子供2人世帯の場合)

2)人数割 1人当り 1，000円 | 103万円+38万円+38万円=179万円以内

|申請方法|

11月25日働までに申請用紙に必要事項をご記入の上、地域の民生委員・児童委員の方々に提出してくだ

さい。(※提出が難しい方は社会福祉協議会へ問合せください)なお、申請用紙は地域の民生委員 ・児童

委員にて配布致します。(※役場出張所では取り扱いが出来ませんのでご注意下さい)

|贈呈 方法|

審査の上決定し12月下旬より地域の民生委員・児童委員を通して贈られます。

| お問い合せ先 白老町社会福祉協議会平日8時30分lIIt1時まで ft82-63 0 -
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胆振東部小gヌロ''1'1老遵冊修爽続会
*6月16日(木〉苫小牧ホワイ トサンシャイン-
パークで「胆振東部小ブロック老連研修会」が開催さ
れました。白高連からは15名参加、苫小牧市保健セ
ンタ-専務理事棒手由美子さんによる 「地域で生かす
健康と長寿への視点」の講演があり、参加者は健康寿
命の延伸について認知症及び立ち上がりテス トを支え
熱心に聴講していま した。

川沿義国会活動ニュース
*5月25日(水〉毎週水曜日に川沿生活館で開
催されている川沿美園会茶話会にお邪魔しました。
この日は「胆振東部小ブ口、ソク老連研修支流会」
参加者についての相談、クラブ会費の徴収があり
ました。佐々木会長からは 「この茶話会は会員誰
もが普段着で集まれる大切な場所です。 川沿近郊
の高齢者クラブに興味のある方はお気軽に参加下
さい。 」との事でした。

日東おけIぎc;)会活動ニュース E 一一戸 也

*6月18日(土〉日東福祉会館で開催され
た日東あけぼの会例会 -誕生会にお邪魔しま
した。武田会長の挨拶に始まり 4・ 5・ 6月

生まれ7名の誕生会員に祝い品の贈呈、今後
の事業日程、新会員3名の紹介があり拍手で
迎えられました。余興は物忘れ防止のため通 『

路記憶ゲームを楽しまれていました。(右)L・・・話， '-4 ~ーセ手 |コ

虎杖浜第3寿会活動ニュース
女6月22日 (水)臨海福祉会館で虎杖浜第3寿
会の例会 -誕生会が開催されました。この日は保
健師の出前講座「血圧について」が行われ、参加
した16名の会員は自分の症状と重ね合わせて聞
き入っていました。今回参加された会員の最高年
齢は93歳、菅原会長は「私達のクラブでは90歳
以上の会員が2名います。毎回、元気に参加して
くれますよ。」と話していました。

窃
冨EB母cj)弓7Þ~臼λGク号世ゐWfJ1ì
白老町高齢者クラブ連合会担当 冨留田 お問い合わせは下記まで

お問い合せ先 白老町社会福祉協議会平日8時III分..時まで Pii:_arcII-
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第35回白老町社会福祉大会・しらおい笑顔まつりが白老中央公民館講堂、駐車場を会場に8月

6日に開催されました。

公民館講堂でのボランティア団体等による演芸発表では、日頃の成果を発表し、駐車場では福祉

団体等による飲食販売やフリーマ-ケ、ソ卜が開かれ、皆さん思い思いの場所で楽しまれておりまし

た。また、今年は屋外で初めて「ふまねっと運動体験会Jを実施し、参加された方は、とても良い

運動になるので、自分の地域でも開催して欲しいとの声もあがりました。

平成28年度サマーチャレンジボランティア体験学

習を 7月27日"'8月28の7日間、 31名の参加を得

て開催致しました。町内の福祉施設や児童施設、読み

聞かせ体験など19種類のボランティアメニューから

各自選択し、興味のあるボランティア体験を行い、参

加された方々も初めは緊張しておりましたが、徐々に

慣れて、最後には楽しみながら体験しておりました。

平成28年度町民防災講座を 8月8日札幌市民防災
センターを会場に開催致しました。
近年、毎年のように自然災害が発生し、今年も熊本

地震や台風による川の氾濫など、災害は他人事ではな
い時代になりました。
この日は夏休みと重なり親子での参加も多数あり、

施設内での災害体験や、係員からの説明に熱心に耳を
傾けておりました。
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認知症の方の介護の悩みは、同じ立場の人にし
か解かつてもらえず孤立しがちです。同じ悩み
を持っている仲間同士でお話をしてみません
か?のんびり温泉に入って日ごろの疲れを癒
し、また明日からの介護の糧にして下さい。

く〉とき 10月12日(羽 10:00'"1 5:30 
く〉会 場 登 別 温 泉 登 別 万世間

いきいき4・6に集合し、パスにて移動。
く〉対 象 家庭で介護を行うご家族や支援者など
く〉参加費 一人500円 (弁当代) 当日支払い
く〉内容 懇談 -食事 -入浴
く〉定 員 20名 (超える場合は抽選になります)

。当日介護する方がいない、集合場所までの受 110
通手段がない等の方はお気軽にご相談下さい。
く〉申込み -お問合せは下記まで

病気などで閉じこもりがちな高齢者が集い、余

興(津軽三味線 ・歌謡)を楽しんだり会食(寄

せ鍋)を通じて楽しく受流致します。多くの方

のご参加をお待ちしております。※送迎付

く〉とき 11月16日(羽 16:30'"18:30 
く〉場所 白老町総合保健福祉センター

いきいき4・6

く〉参加費 一人700円(弁当代)当日支払い

く〉対象者 配食サービス利用者など

く〉定 員 20名 (超えた場合は抽選になります)

く〉締め切り 1 1月11日幽

く〉申込み -お問合せは下記の連絡先まで

職種① 事務または 他 誕 百 明 白 前 ￥ 三 回 当合曲
デイサービス相談員(新卒-) 'lt.2.~卸!J型 五市がお

171.400円(大卒〉但し平成28年9月現在、白老町に準じ3%減額166，258円
通勤手当 ・扶養手当 ・住宅手当 ・時間外手当等有り(規程による〉

社会福祉士もしくは社会福祉士受験資格、普通自動車免許、パソコン操作可能な方
平成29年4月1日
10月11日(火)必着
1次10月21日.2次11月4日
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デイサービスでの調理業務
8:00~15: 1 0 
820円~900円

週2日程度
勤務表によるローテーション
調理師資格等あれば尚可
~通費支給(規程による)

職種③ ホームヘルパー
女業務内容 高齢者等の自宅を訪問にで家事 ・介護
食時 間 8:30~ 1 7:15
*時給 820円~900円
女勤 務 週3日程度(日数の増減は棺談〉
食休 日 勤務表によるローテーション
*資 格 ヘルパ-2級又は初任者研修以上
女その他 突通費支給(規程による)

職種④ 送迎運転手

。
|詳細については、 下記連絡先までお間合わせ下さい。|

l発行お附わせ先 社会福祉法人白老町社会福祉憐 1 

2[:'..c:IëIIßI~平日8時~IIJ分==rIfj時まで) 干 [11*J・[I~II:!] 白老郡白老町東町4丁目6番7号|


