
〜赤い羽根共同募金にご協力お願いします〜〜赤い羽根共同募金にご協力お願いします〜
今年で 74 回目となる赤い羽根共同募金運動が、10 月１日㈭今年で 74 回目となる赤い羽根共同募金運動が、10 月１日㈭

から全国一斉に始まっています。今年も紋別市にて 10 月 1 日㈭から全国一斉に始まっています。今年も紋別市にて 10 月 1 日㈭
～ 14 日㈬までの計 9 日間、市内の商業施設において、各単～ 14 日㈬までの計 9 日間、市内の商業施設において、各単
位老人クラブ、福祉・ボランティア団体の皆さまのご協力の下、位老人クラブ、福祉・ボランティア団体の皆さまのご協力の下、
街頭募金運動を実施いたしました。共同募金運動の初日には、街頭募金運動を実施いたしました。共同募金運動の初日には、
紋別市共同募金委員会 鈴木 賢広会長をはじめとする役職員、紋別市共同募金委員会 鈴木 賢広会長をはじめとする役職員、
宮川良一紋別市長らも街頭に立ち、募金の協力を呼びかけました。宮川良一紋別市長らも街頭に立ち、募金の協力を呼びかけました。

赤い羽根共同募赤い羽根共同募
金に寄せられた募金に寄せられた募
金は主にその地域に還元され、福祉施設、福祉団体、金は主にその地域に還元され、福祉施設、福祉団体、
老人クラブ活動などに役立てられています。募金活動は老人クラブ活動などに役立てられています。募金活動は
12 月 31 日㈭まで行っておりますので、引き続きご協12 月 31 日㈭まで行っておりますので、引き続きご協
力よろしくお願いいたします。力よろしくお願いいたします。
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街頭募金活動を行う街頭募金活動を行う
鈴木賢広共同募金委員会会長鈴木賢広共同募金委員会会長

皆さまご協力ありがとうございました。皆さまご協力ありがとうございました。

赤い羽根共同募金運動開始に伴い、紋別市内では、10 月 3 日㈯にパークゴルフ協会様のご協赤い羽根共同募金運動開始に伴い、紋別市内では、10 月 3 日㈯にパークゴルフ協会様のご協
力のもと、チャリティーパークゴルフ大会を開催し、4 日㈰にはチャリティーゴルフ大会を開催力のもと、チャリティーパークゴルフ大会を開催し、4 日㈰にはチャリティーゴルフ大会を開催
いたしました。ご参加いただいた皆さま、ご協力いただいた皆さまありがとうございました。いたしました。ご参加いただいた皆さま、ご協力いただいた皆さまありがとうございました。

ナイスパット

― 赤い羽根共同募金  各種イベントを開催 ―― 赤い羽根共同募金  各種イベントを開催 ―

・街頭募金 募金額 
……………………………155,928 円

・チャリティパークゴルフ大会 募金額
……………………………… 24,000 円

・チャリティゴルフ大会 募金額
……………………………… 95,912 円

皆さまの温かいお気持ちに感謝いたします。

02年度目標募金額  3,550,000円です。



紋別社協では、平成 27 年度より生活困窮者
自立支援事業を開始し、昨年度の相談件数は 69
件となり、今も様々な相談が寄せられています。
その中でも特に多い相談内容は、「ひきこもりの
子供（孫）がいて、年金などで賄っている」「病
気を患い治療費が嵩み、生活が苦しい」「支払
いをしてしまい食料品を購入するお金がない」
など、経済的理由の相談が大半を占めています。
この様な相談者に対して紋別社協では、昨年度
40 名の市民の方から保存食品のご寄付をいただ
き、13 名の方に食糧品を提供して参りましたが、
同様の相談が一定程度あり、備蓄品などに限り
が出てきました。

紋別社協では、これからも同様の相談が増え
ると予想しており、市民の皆さまにもご協力い

ただき、保存できる
食糧品の備蓄数を増
やしたいと考えてお
ります。つきまして
は、ご家庭で、災害
備蓄品として備えて
いる保存食や、お歳

暮の余剰品などの一部を譲っていただきたく思
います。なお、誠に勝手ではございますが、賞
味期限が 2021 年 4 月以降の保存食に限らせて
いただきます。受付している食糧品をご確認い
ただきまして、ご寄付いただける方は、ご連絡
いただけるか、紋別社協までお持ちいただきま
すよう、お願い申し上げます。ご理解とご協力
よろしくお願い致します。

皆さんがお住まいの地域に、民生委員児童委員と
呼ばれる方々がいるのをご存じですか。

「民生委員」は、民生委員法に基づいて厚生労働
大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。社会
福祉の増進のために、地域住民の立場から生活や福
祉全般に関する相談・援助活動を行っており、創
設から今年で 100 年の歴史を持つ制度です。また、
全ての民生委員は児童福祉法によって「児童委員」
も兼ねており、妊娠中の心配ごとや子育ての不安に
関することなど、様々な相談や支援を行っています。

核家族化が進み、地域社会のつながりが薄くなっ
ている今日、子育てや介護の悩みを抱える人や、障
害のある方・高齢者などが孤立し、必要な支援を受
けられないケースがあります。そこで、民生委員児
童委員が地域住民の身近な相談相手となり、支援を
必要とする住民と行政や専門機関をつなぐパイプ役
を務めます。

困りごとや心配ごと、日常生活での悩みごとな
どがありましたら、お住まいの地域の民生委員児
童委員にご相談ください。
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紋別市生活自立支援サポートセンター
紋別市幸町７丁目1番10号（紋別市総合福祉センター内）  
電話 23−2350 メール sien@mon-syakyo.com

・賞味期限が 2021 年４月以降の食糧品で保存可能な品。・賞味期限が 2021 年４月以降の食糧品で保存可能な品。
・乾麺、インスタント食品、レトルト食品、缶詰、フリーズドライ食品・乾麺、インスタント食品、レトルト食品、缶詰、フリーズドライ食品
・お米・お米（必ず未開封の商品。農家から直接購入し、精米したお米は不可。）（必ず未開封の商品。農家から直接購入し、精米したお米は不可。）

賞味期限の記載のない食品、賞味期限切れの食品、包装が破損している食品、
野菜を含む生鮮品などは除きます。 留意いただく内容留意いただく内容

お問合せ先

15 年以上に渡り地域福祉に貢献された３名の民生委員児童委員に「令和２年度北海道
社会福祉協議会会長顕彰」が授与されました。

〇山　川　宏　治 民生委員児童委員〇山　川　宏　治 民生委員児童委員（紋別市民生委員児童委員東地区協議会）（紋別市民生委員児童委員東地区協議会）
〇奥　谷　由美子 民生委員児童委員〇奥　谷　由美子 民生委員児童委員（紋別市民生委員児童委員西地区協議会）（紋別市民生委員児童委員西地区協議会）
〇鎌　田　実千代 民生委員児童委員〇鎌　田　実千代 民生委員児童委員（紋別市民生委員児童委員西地区協議会）（紋別市民生委員児童委員西地区協議会）

「令和２年度北海道社会福祉協議会会長顕彰」授与

地域の身近な相談相手

【民生委員児童委員に関する問い合わせ先】【民生委員児童委員に関する問い合わせ先】
紋別市役所保健福祉部社会福祉課庶務係 紋別市役所保健福祉部社会福祉課庶務係 TEL 0158–24–2111（内線223）TEL 0158–24–2111（内線223）



主に身体的な理由により、バス・タクシー等を利用する事が主に身体的な理由により、バス・タクシー等を利用する事が
できず、ご自身一人では外出することが困難な方に対し、車いす・できず、ご自身一人では外出することが困難な方に対し、車いす・
ストレッチャーなどの福祉用具を使用したまま乗車、降車できストレッチャーなどの福祉用具を使用したまま乗車、降車でき
るリフト付き車両で、外出の支援をする事業です。るリフト付き車両で、外出の支援をする事業です。

ご利用の際には、事前の申請、登録が必要になりますので、ご利用の際には、事前の申請、登録が必要になりますので、
詳細は紋別社協にお問い合わせください。詳細は紋別社協にお問い合わせください。

《お問合わせ先》 
紋別市老人クラブ連合会
紋別市幸町７丁目１番１０号（紋別市総合福祉センター内）

《お問合わせ先》 
紋別市社会福祉協議会 福祉有償運送事業　担当：中村
紋別市幸町７丁目 1 番 10 号（紋別市総合福祉センター内）

TEL 0158−24−3388
FAX 0158−28−8275

TEL 0158−23−2350

今年で 18 回目となります紋別市老人クラブ連合会「健康今年で 18 回目となります紋別市老人クラブ連合会「健康
ウォーキング」を、7 月から 10 月までの第２・第４土曜日に、ウォーキング」を、7 月から 10 月までの第２・第４土曜日に、
紋別市運動公園（球場・テニスコート・陸上競技場などの外周）紋別市運動公園（球場・テニスコート・陸上競技場などの外周）
にて実施しました。にて実施しました。

初日は肌寒いあいにくの曇り空でしたが、普段より姿勢を正初日は肌寒いあいにくの曇り空でしたが、普段より姿勢を正
し、かかとをついてつま先で蹴り上げるように歩くうちに、ジし、かかとをついてつま先で蹴り上げるように歩くうちに、ジ
ワッと汗をかくほど体が温まりました。ワッと汗をかくほど体が温まりました。

ご参加頂きました皆さま、どうもありがとうござご参加頂きました皆さま、どうもありがとうござ
いました。いました。

（今年度の健康ウォーキングは 10 月 24 日㈯で終了しています）

準備体操は楽しく念入りに
準備体操は楽しく念入りに

元気よく歩きました！元気よく歩きました！

（右）市老連佐藤会長より（右）市老連佐藤会長より
ご挨拶を頂きましたご挨拶を頂きました

健康ウォーキング健康ウォーキングをを
実施実施しました！しました！

福祉有償運送の特徴福祉有償運送の特徴
１．利用目的は通院等を主とし、入退院や通所、１．利用目的は通院等を主とし、入退院や通所、
　　外出等と幅広く利用できます。　　外出等と幅広く利用できます。
２．移送目的地は、紋別市内、市外問わず利用２．移送目的地は、紋別市内、市外問わず利用
　　できます。　　できます。
３．付添者がいない方でも利用できます。　３．付添者がいない方でも利用できます。　

利用条件利用条件
紋別市内に住所登録された市民限定紋別市内に住所登録された市民限定

の事業となります。また、ご利用の前に、の事業となります。また、ご利用の前に、
申請、登録が必要になりますので、詳申請、登録が必要になりますので、詳
細は紋別社協にお問い合わせください。細は紋別社協にお問い合わせください。

福福祉祉有有償償運運送送ののごご案案内内



福祉なんでも相談窓口 秘密は守ります
相談は無料です

◦◦お金（家計）のやりくりがうまくいきません。お金（家計）のやりくりがうまくいきません。
◦◦ヘルパー（福祉サービス）などを利用したいけど、ヘルパー（福祉サービス）などを利用したいけど、
一人で契約するのは不安です。一人で契約するのは不安です。

◦◦ひきこもりの子供（孫）がいるが、自分も高齢になひきこもりの子供（孫）がいるが、自分も高齢にな
り、これから先が不安です。り、これから先が不安です。

◦◦自分になにかあったとき、知的障がいがある子ど自分になにかあったとき、知的障がいがある子ど
もの将来が不安です。もの将来が不安です。

◦◦成年後見制度に成年後見制度についてついて
　知りたい。　　　　　知りたい。　　　　など、など、

抱えている困りごとや不安などお気軽にご相談ください

例えば……例えば……

紋別市社会福祉協議会
紋別市幸町７丁目1番10号（紋別市総合福祉センター内）  
電話 23−2350 メール tiikifukusi@mon-syakyo.com

お問合せ先

気になることが
あればご相談ください。

【開 催 日【開 催 日】】
令和２年 11 月 30 日㈪令和２年 11 月 30 日㈪
令和２年 12 月 15 日㈫令和２年 12 月 15 日㈫
令和３年  1 月 20 日㈬令和３年  1 月 20 日㈬
令和３年令和３年    2 月 19 日㈮2 月 19 日㈮
令和３年令和３年    3 月 25 日㈭3 月 25 日㈭

【【受付時間受付時間】】99::00 ～00 ～ 1717::0000

◦上記日時以外でも相談を受け付けて
おります。

◦ご相談内容によっては、専門職等の
ご紹介をさせていただきます。

◦事前の予約も受け付けております。

相談窓口開催日時

8 月 20 日 ㈭ から 10 月 15 日 ㈭ の 3 カ月に渡り、
第 2 期となる市民後見人養成研修を開催いたしました。
参加された 4 名の方は「成年後見制度に関する出前講
座で成年後見制度について聞き、知識を深めたいと思っ
た。」「身近な人や自分のために知っておいた方がいい
制度だと思った。」などの理由から受講いただきました。

養成研修では、司法や福祉分野でご活躍されている
方に講師を依頼し、財産法や家族法などの法律や、福

祉制度をはじめ、
後見人としての
実務などを学び
ました。

受講された方
からは「毎回講
師の先生がかわ
るので新鮮でい

い」「難しい内容の講義もあるが、新たな発見ができて
良かった。」などの声も聞かれ、難しい内容ながらも皆
さん熱心に受講されていたのが印象的でした。

その他にも講義開始前後の消毒をはじめ、手指消
毒や咳エチケット・マスクの着用等皆様にご協力い
ただきながら、全９回、約２か月間にわたり開催す
ることができました。

受講生の皆さま、大変お疲れさまでした。活躍を
期待しています！

市民後見人市民後見人
養成研修養成研修をを
開催しました！開催しました！

出前講座やってます。出前講座やってます。
成年後見制度に関する説明を成年後見制度に関する説明を
分かりやすく行います。分かりやすく行います。
少人数でも OK です。少人数でも OK です。
お気軽に上記お問い合わせ先まで !!お気軽に上記お問い合わせ先まで !!



ボランティアボランティアポイント制度ポイント制度     登録説明会     登録説明会

ボランティア活動は、社会参加や生きがいづくり、介護予防に繋がります。ボランティア活動は、社会参加や生きがいづくり、介護予防に繋がります。
空いてる時間を活用し、ボランティア活動を始めてみませんか？空いてる時間を活用し、ボランティア活動を始めてみませんか？

紋別社協ボランティアセンター
紋別市幸町７丁目1番10号（紋別市総合福祉センター内）  
電話 23−2350 メール vc.monbetsu-seaice@monbetsu-vc.com

お問合せ先

65 歳以上の方がボランティアポイント制度に登録すると、
ボランティア活動１時間につき１ポイント（100 円相当）が
付与され、蓄積されたポイントは、紋太ポイント、シルバー
人材センター利用券、航空助成券へ交換することができます。
　ボランティアポイント制度に関する説明会を 11 月 2 日㈪

10 時 30 分より行いますの
で、ボランティア活動に興味
のある 65 歳以上の方は、お
気軽にご参加ください。説明
会に参加をしていただくこと
で、実際に活動を開始するこ
とができます。

65 歳以上の単身世帯や高齢者のみの世帯、炊事が
困難な方や栄養改善が必要な方に対し、見守りを兼ね
て夕食時にお弁当をお届けするサービスがあります。

給食サービスは、決まった曜日にお弁当をお届け
する以外にも、栄養バランスの良い食事を摂取する
ことができ、利用者様に合わせてご飯のやわらかさ
や塩分を調整することが可能です。

買い物や調理は、加齢などによって生じる身体的・
精神的機能の低下により不規則になりますが、給食サー
ビスを利用することで、より安心して在宅で生活するこ
とのできる一助となります。

サービスの受付窓口は紋別市となりますが、概要
など、お気軽にお問合せください。

開催日時開催日時
令和令和22年年1111月月22日㈪日㈪
10:30 〜 12:0010:30 〜 12:00
開催場所開催場所
総合福祉センター２階総合福祉センター２階
　（紋別市幸町 7 丁目 1 番 10 号  はーとぴあ 21）　（紋別市幸町 7 丁目 1 番 10 号  はーとぴあ 21）

開催内容開催内容
・ボランティアポイント制度について・ボランティアポイント制度について
　（担当：紋別市社会福祉協議会）　（担当：紋別市社会福祉協議会）
・認知症に関する研修会・認知症に関する研修会
　（講師：紋別市地域包括支援センター）　（講師：紋別市地域包括支援センター）

※ご予約が無くても参加できますが、人数把握の為、　事前
にお電話いただけると幸いです。

《お問合わせ先》 《お問合わせ先》 
紋別市社会福祉協議会紋別市社会福祉協議会
紋別市幸町７丁目 1 番 10 号（紋別市総合福祉センター内）紋別市幸町７丁目 1 番 10 号（紋別市総合福祉センター内）TEL 23−2350

～給食サービス～～給食サービス～

お弁当を配達します！お弁当を配達します！

お弁当
イメージ

1食
1食

料　　金
375円（市民税所得割非課税）
540円（市民税所得割課税）

配達曜日
紋別市街地（月曜日～金曜日）
※祝祭日も配達します。



社会福祉向上のため、大切につかわせていただきます社会福祉向上のため、大切につかわせていただきます

社会福祉協議会は、市民の皆さんが安心して暮らせる街づくりを目指し、様々な福祉問題の解決に向
けて活動している民間の福祉団体です。皆様からの寄付金、会員会費は活動の財源に
充てています。市民の皆様の会員加入を引き続きお願いいたします。

社協だよりは赤い羽根共同募金の助成のもと発行しています。　　　　

心温まる寄附ありがとうございました（敬称を省略させていただきます）

令和 2 年 6 月 1 日 ～ 令和 2 年 9 月 30 日

（香典返しを廃して）一般寄付金
幸町・・・大森　憲昭、河野　智子、原　　道彦、安武　悦子
本町・・・渋瀬　直秀
南が丘町・森　　キン、水谷　時子、佐々木　正、林川　信幸、
　　　　　早坂千恵子、蝦名　達雄、天野　進一、山本智寿子
大山町・・井上　春美、蒲生　淳子、髙野　祐二、浜辺ときゑ、
　　　　　上田　香苗、佐々木隆之、斎藤　秀夫、木村千津子、
　　　　　相楽　利一、西村　茂年
緑町・・・瀬川富志子、松田　好徳、大坪チヤ子、髙西　淳一、
　　　　　佐藤　輝雄
花園町・・鈴木喜久夫、島田　　貢、金田　　章
潮見町・・小石　　等、八木　敏子、大野アヤ子、仁田　洋子
落石町・・渡辺　　整、石山マサ子、小田島順子、天羽芙三子、
　　　　　入江真貴子、遠藤　昭広　石塚　道榮、太田　勝人、
　　　　　平岡　清美、黒木　主税、神戸　竜美、中野　敏夫、
　　　　　髙橋　浩人、佐藤　伸也
弁天町・・小田島正幸、関原　辰雄
北浜町・・山崎　　諭、岡見　幸次、阿部　浩二
新生・・・鈴木　勝彌
渚滑町・・姫田　潤一、小林喜久郎、清久　幸宏
上渚滑町・川上恵美子、越野由美子、大塚　八重
小向・・・伊藤　ルイ
興部町・・澁谷　幸子、横田　寿久
旭川市・・徳田　秀利
札幌市・・髙橋健太郎

社会福祉事業へ
田中紀林、紋別市老人クラブ連合会菊寿クラブ、紋別母子会
ＮＰＯ法人さっぽろ福祉支援ネットあいなび　

物品の寄付
リングプル・・・

相澤俊男、浜屋士聖、国際ソロプチミスト紋別、窪岡秋子、本町
６丁目ひまわり会、紋別市立南丘小学校、進藤全聡、世戸和子、
太田寿、中本フサ、ふれあいハウスみどり、佐藤クスマ、中村広
光、米田伊都男、藤田誠一、落石２丁目婦人部、渡邊ミツ、野村
商店、㈲ダスキン末広､荒井きみ、遠藤由乃、渚滑児童館、ブリヂ
ストンタイヤジャパン㈱北海道カンパニー紋別営業所、髙野裕史、
紋別市母子会、門井彰子、マルハン紋別店

使用済み切手・・
浜屋士聖、本町６丁目ひまわり会、髙野裕史、門井彰子

タオル・・・・・
髙野裕史、富国生命北見支社外野クラブ

雑巾・・・・・・
南が丘７丁目町内会女性部

お菓子・・マルハン紋別店　　車イス・・髙橋和明

紋別市社会福祉協議会（法人会員）として会費納入ありがとうございました
新田硝子店 国際ソロプチミスト紋別 ノースネットサービス㈱ 小野漁業部

フジ総合サービス㈱ 旭川トヨタ自動車㈱紋別店 ㈲ダスキン末広 ㈱ヤマニ吉岡水産
㈱中央製作所 東海石油㈱ ㈱山谷建設 ㈲北海道新聞青柳販売所

紋別木材協同組合 丸銀漁業㈱ 写真のカラーセンター （宗）顕正寺
（宗）円満寺 （医）社団耕仁会曽我クリニック 北雄ラッキー㈱シティもんべつ店 紋別市役所部長会

紋別市シルバー人材センター （宗）光源寺 紋別市民生委員児童委員中央地区協議会 上渚滑運輸株式会社
㈲桒原測量設計事務所 ㈲さなえ （公社）紋別地方法人会 おおさわはり灸整骨院

㈲板谷建設 ㈲マルタケ 佐藤木材工業㈱ 北海道コカ・コーラーボトリング㈱北見事業所
井山等税理士事務所 （特非）サポートセンターもぺっと ㈱民友商事 ㈱阿部金物紋別店

㈱大栄江建設 （宗）大日寺 ㈱北洋銀行紋別支店 ㈱紋別セントラルホテル
（福）慈愛会 ㈱植村電設 ハッピーサービス㈱ 富樫商店

北見信用金庫紋別支店 北海道労働金庫紋別出張所 北一土建㈱ 紋別漁業協同組合
（特非）紋別市いきいき陶芸会 （特非）紋別市仲良し共同作業所 ㈱白野商店 ㈱リョーユウ石油紋別支店

（医）幸栄病院 ㈲ヤマカワ及川タイヤーラジエーター工業所 障がい者支援施設こまくさ学園 ㈱リビングえのもと
㈱ヤマカ嘉成水産 障がい者支援施設オホーツク福祉園 紋別市民生児童委員西地区協議会 ㈱丸仙小林食品店

㈲長岡造園 レストランあんどう タクマ塗料店 ㈱川村建設
㈱矢口産業 ㈱紋別観光振興公社 ㈱丸キ宮川商店 たもと商事

㈱得能塗装店 ㈱ハボロ ㈲鈴木自動車工業 大山南町内会
㈲コミュニティ ㈱三光紋別支店 横田印刷㈱ ㈱協和土木工業
三協砂利工業㈱ 玉谷機械㈱ オホーツク紋別空港ビル㈱ ㈲日昭興産

紋別市老人クラブ連合会 オホーツクはまなす農業協同組合 紋別市身体障害者福祉協会 （医）河野歯科医院
㈱光進水産 ㈱川代興業 ㈱アサダ工業 大原病院
関電気㈱ 北日本石油㈱ 武田医院 ㈱小島電機
㈲なごみ 北紋バス㈱ 北海設計㈱ 北方建設産業㈱

㈲須永達啓商店 みゆき観光開発㈱ 紋別市上下水道維持管理事業協同組合 ㈱ほくしあケアセンター
手塚興産㈱ 紋別医師会 紋別みなと病院 ㈱北海民友新聞社

紋別商工会議所 紋別交通㈱ 紋別車輌工業㈱ ㈱伊藤建材店
紋別市民生委員児童委員東地区協議会 さかき・もんまクリニック 広瀬水産㈱ ㈱しめまる

永田硝子㈱ 鈴木建設㈱ 北栄建設産業㈱ ㈱西村組紋別支店
紋別市水産加工業協同組合 オホーツク中央森林組合 ㈱渡辺組紋別支店 出塚水産㈱
（医）たかはし歯科医院 ㈱ジャパンバイオファーム紋別支社 桑原産業㈱ 山本電工㈱

北東開発工業㈱ （宗）祇園寺 ㈱ソーゴー （医）渡部歯科医院
高橋榮助事務所 飯田漁業部 石井測量設計㈱紋別店 ㈲竹澤左官工業

※法人（団体含む）一口　5,000 円以上	 令和 2年 4月 1日～令和 2年 9月 30 日

社協だより７月号の物品寄附の使用済み切手にて細川律子様と記載しておりましたが、
正しくは細田律子様でした、大変申し訳ございませんでした。お詫び


