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平成28年度白老町社協の事業計画と予算

白老町高齢者クラブ会員募集＆活動紹介
第１回「ふまねっと運動」体験会のご案内

介護職員初任者研修受講生募集!!
…詳細はp.2

…詳細はp.3
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　「出会いづくり・仲間づくり・健康づくり」を目的に
幅広い世代で交流を楽しむのがふれあいサロンです！！
　江戸寄席芸では傘の上で色々なものを回す太神楽やコ
マの曲芸など会場が大いに盛り上がり、後半の分科会で
は世代を問わず楽しく多くの笑顔が見られました。



（単位：千円）

平成28年度（主な事業を抜粋）

事業計画と予算
●サロン事業の開催
●小地域ネットワーク活動の推進
●介護職員初任者研修の開催
●結婚相談（婚活）事業
●町内会等へのテント・トラックの貸出
●白老町社会福祉大会（笑顔まつり）の開催
●車いす等の福祉機器の貸出（短期間）
●凍結路面に砂をまく砂まき機の貸出（冬期間）
●資金貸付相談
●母子・父子福祉活動支援
●低所得世帯児童へのランドセル贈呈
●障がい者福祉団体に対する支援
●認知症介護者リフレッシュ事業
●敬老会（白寿）への記念品贈呈
●高齢者クラブ連合会への支援

●腎臓機能障がい者の通院支援
●高齢者世話付き住宅入居者への生活援助
●電話サービスの受託実施
●介護講習会の実施

●通所介護（デイサービス）の提供
●障がい者へのデイサービス事業
●配食サービスの受託実施

●ホームへルプサービスの提供
●ホームヘルパーによる通院等乗降

●障がい者世帯へのホームヘルパー派遣

●福祉有償輸送事業

●居宅介護支援事業（ケアプラン作成）

●ボランティア体験学習の開催
●ボランティア出前講座の実施
●ボランティア演芸・交流会の開催
●カレンダーリサイクル市の開催
●リサイクル収集および物品預託の受付
●「ふまねっと運動」サポーターの育成
●「ふまねっと運動」体験会の開催（新規）

区　　　　　　分 28年度
当初予算額

27年度
当初予算額

対前年度比較
増減額 増減率

地
域
福
祉
事

業
拠
点
区
分

法人運営事業 47,169 40,750 6,419 15.8％
ボランティアセンター事業 2,188 2,081 107 5.1％
受託事業 12,450 14,255 △1,805 △12.7％

在
宅
福
祉
事
業

拠
点
区
分

通所介護事業 74,859 75,949 △1,090 △1.4％
訪問介護事業 18,572 19,421 △849 △4.4％
居宅介護事業 4,206 3,877 329 8.5％
福祉移送サービス事業 3,197 3,801 △604 △15.9％
居宅介護支援事業 8,649 8,015 634 7.9％
合　　　　　　計 171,290 168,149 3,141 1.9％
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　平成27年度社会福祉功労者表彰式が３月23日
に行われ、白老町社会福祉協議会会長より、永年
にわたり地域福祉活動に貢献された方々や社会福
祉の為に多額の寄与をされた方へ感謝の意を表
し、表彰状や感謝状が贈られました。
　受賞された方は以下のとおりです。（順不同）

社会福祉協議会会長感謝（２名）

社会福祉協議会会長表彰（17名）

白老町社会福祉協議会白老町社会福祉協議会
社会福祉功労者表彰式社会福祉功労者表彰式

介護職員初任者研修受講生募集!!介護職員初任者研修受講生募集!!

研修期間　　平成28年７月１日㈮～11月28日㈪
　　　　　　（内一人73日間　計141時間　※毎日ではありません）
　　　　　　概ね18時30分～20時00分（20時30分の場合もあり）
会　　場　　白老町総合保健福祉センターいきいき４・６　ほか町内
定　　員　　20名（応募多数の場合は白老町民を優先し、抽選となります）
対　　象　　中学卒業以上の方
参 加 費　　48,000円（託児が必要な場合は別料金が必要）
申し込み　　６月８日㈬までに社会福祉協議会へ申込み下さい
事前説明会　５月26日㈭　18：30から
　　　　　　白老町総合保健福祉センターいきいき４・６
　　　　　　　※事前説明会後の申し込みも可能です

　介護職員初任者研修は福祉の仕事をする上での基礎資格です。将来福祉の仕事に
就きたいとお考えの方や現在無資格で福祉業務に従事されている方などが業務を行
う上で必要な知識・技術を身に付けることを目的としています。

　また介護職員初任者研修修了者はホーム
ヘルパーや福祉施設職員の就職の際に大変
有利な資格であるばかりでなく、家庭内で
の介護や地域でのボランティア活動などに
も活かせる知識としても大変有益な研修会
です。（旧ホームヘルパー養成研修２級課程）

川瀬　　進　様　 谷崎　清信　様　 中谷　栄子　様　 加藤　久子　様　 中村　定義　様
大山　芳枝　様　 石山　　栄　様　 髙橋　美雪　様　 藤田喜臣江　様　 村松志津子　様
野村　靜江　様　 奥　　澄子　様　 紺野　良一　様　 畑瀬　幸雄　様　 松本　光子　様
堂前　文男　様　 中新田光枝　様

下屋敷秋夫　様　 匿名１名

初任者研修での実習の様子（昨年）
（移動・移乗の介護　車椅子の介護方法）
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　白老町高齢者クラブ連合会は昭和47年
８月２日、白老町公民館に全町から11ク
ラブの代表者が集まり発足いたしました。
　平成４年、会員の拡充をはかる為、名称
を「老人クラブ」から「高齢者クラブ」に
改め、今年で44年目を迎える任意団体で
す。クラブ活動の財源は道及び町からの補
助金と会費で運営しています。

　健康づくりや介護予防活動をはじめ、様々な趣味活動、高齢者が相互に支え合う友愛
活動、子供たちの見守り活動や交流活動、地域を豊かにする社会貢献活動にも参加し、
地域の仲間づくりをめざしています。
　一番の魅力は、「仲間がいる、仲間が見つかる」ことです。高齢期に同世代の仲間が
いることは大きな安心で、クラブ活動への参加により閉じこもりの防止、健康の保持・
増進につながります。各単位クラブが地域で開催している月例会、誕生会などは友愛活
動の原点として会員相互の絆を深め、安心・安全な町づくりには欠かせないものです。

　高齢者クラブの入会は概ね60歳以上の方を対象としていますが、60歳未満の方でも
賛助会員、協力員として活動が出来ます。
　入会につきましては地域の単位クラブに直接申し込まれるか、または高齢者クラブ連
合会事務局にお気軽にご連絡下さい。

高齢者クラブを知っていますか？高齢者クラブを知っていますか？
《白老町高齢者クラブ連合会の概要》

《高齢者クラブ活動と魅力》

《高齢者クラブに入会するには》

白老町高齢者クラブ連合会　担当　冨留田
電話 ８２－６３０６　Fax ８２－６３０８

平成28年４
月１日現在19クラブ747名の会員が

あなたの入会をお待ちしております！

高齢者クラブのことをもっと知りたい！そう思うあなた！直ぐにお電話下さい！高齢者クラブのことをもっと知りたい！そう思うあなた！直ぐにお電話下さい！
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高齢者クラブでは様々な活動を行っています

あなたの出番です！あなたの出番です！
高齢者クラブに加入しませんか？高齢者クラブに加入しませんか？

白高連パークゴルフ大会

合同運動会（三世代交流）

昔の遊びを子供たちに（あやとり）奉仕活動（公園の清掃・美化）

研修交流会（演舞）

楽しく仲間づくり
趣味や特技を活かして

きれいな地域を
子供達へ

高齢者が声を
かけ合い共に支える

健康長寿の秘訣は運動
いつまでも元気に！

未来に残そう昔の
良さを昔の遊びを

趣味活動

奉仕活動

友愛活動

健康づくり活動

伝承活動
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白老町ボランティアセンターでは、ふまねっと運動を推進しております。
ふまねっと運動って何？と気になる方の為に、この度体験会を開催することに致
します。是非ともこの機会に高齢者の認知症予防や身体機能向上に効果的なふま
ねっと運動を体験してみませんか？
　日　時　　平成28年６月21日　火曜日
　　　　　　10:00～12:00
　会　場　　白老町総合保健福祉センター
　　　　　　いきいき４・６　三世代交流センター
　定　員　　20名程度
　参加費　　無　料
　申　込　　６月13日㈪までに下記問合先まで
　　　　　※ふまねっと運動初体験の方に限らせて頂きます。

平成28年度白老町ボランティアセンター活動計画
●ふまねっとサポーター養成研修会

●ふまねっと運動体験会

●サマーチャレンジボランティア体験学習

●地域ボランティア推進事業「町民防災事業」

●ボランティア演芸・交流会（笑顔まつり）

●冬季ボランティア体験学習

●カレンダーリサイクル市（12月よりカレンダー募集）

●福祉・ボランティアなんでも出前講座

ボランティアとしてふまねっと運動を指導するふまねっとサポーターの育成を目的に「ふま
ねっとサポーター養成講習会」を開催致します。

高齢者の認知症予防や身体機能維持に効果的な「ふまねっと運動」の体験会を開催し、ふま
ねっと運動の普及を図ります。（年３回、６月・９月・２月を予定しております。）

ボランティア活動へのきっかけ作りとして町内の各福祉施設でボランティア体験を行います。
体験を通じてボランティア活動の普及を図ります。

災害模擬体験等を通じて、災害発生時の自主的活動の体制づくりを推進し、町民一人一人の
防災意識や知識を高めることを目的として開催致します。

ボランティア団体等が日々活動されている成果を発表し、ボランティアと地域住民との交流
と理解を目的として開催致します。

ボランティア活動へのきっかけ作りとして町内の各福祉施設でボランティア体験を行います。
主に各施設の季節のイベントのボランティア活動を行います。

皆様からカレンダー等をご提供頂き、募金形式でお渡しさせていただきます。
その益金は全て白老町のボランティア活動資金として役立てられます。

社会福祉や介護技術などの専門知識を持った講師を派遣し講座を実施致します。

5月

6月

7月

8月

12月

1月
通年
実施

ふ
ま
ね
っ
と
運
動
体
験
会

〜
参
加
者
募
集
〜
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①ペットボトルキャップ
プラスチック回収業者で換金し、ワクチン
寄贈団体へ直接寄付します。
②リングプル
車椅子等へと換えられ、町内の福祉施設に寄
付されます。
③ベルマーク
学校等教育機関の備品整備に役立てられます。
④使用済み切手
発展途上国の助産婦と女性を守る保健支援活
動資金等に活用されます。
⑤書き損じ葉書
海外医療協力資金として役立てられます。
⑥未使用の学用品
発展途上国の教育現場で役立てられます。

「リサイクル物品収集のご案内」

「使用済みインクカートリッジ」「使用済みインクカートリッジ」
　　　　　　収集の終了について　　　　　　収集の終了について

回収ボックス設置場所が回収ボックス設置場所が
変更になりました!!変更になりました!!

平成27年度は1,813㎏を回収業者へ搬送し、計23,498
円の益金となりました。こちらは「NPO法人世界の子
どもにワクチンを日本委員会」へ全額寄付させて頂きま
す。引き続きのご協力をお願いいたします。

※現在リサイクル物品回収ボックスは、いきいき
４・６正面玄関から入って左側、社協前掲示板下
に設置されております。これからも皆様方のご協
力お願い致します。

　ボランティアセンターでは「使用済みインク
カートリッジ」を収集し、益金を町内のボラン
ティア活動の為に活用しておりましたが、現在
リサイクルできる種類が減少し、収集された
カートリッジの内約９割が廃棄となり、廃棄料
が益金を上回るという現状にあります。
　つきましては、誠に勝手ながら平成28年５
月末をもって収集を終了させていただきますの
で、ご理解下さいますようお願い致します。
　皆様方のご協力誠にありがとうございました。

白老町ボランティアセンターでは、ふまねっと運動の普及を目指し、指導する人材（サポーター）の育成
の為に「ふまねっとサポーター養成講習会」を開催致します。
サポーター資格取得後はボランティア団体「はっぴー♥ふまねっとクラブ白老」に所属し、ふまねっと運
動の推進役として町内で活躍して頂きます。

※受講条件※
　サポーター取得後は、ボランティア団体「はっぴー♥ふまねっとクラブ白老」の会員として登録し、
社協事業等で活動していただける方。
（個人的なふなねっと運動又は個々の団体での活動を目的とされる方は受講できません。）

日　時　　平成28年５月17日　火曜日
　　　　　10：00～16：30
会　場　　白老町総合保健福祉センター
　　　　　いきいき４・６　研修室３・４
定　員　　15名程度
参加費　　無料
申　込　　５月９日㈪までに下記問合先まで

昨
年
の
講
習
会
の
様
子

ふまねっとサポーター養成講習会
～受講生募集!!～

ボランティアセンターでは下記の物品の収集を行っています！
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平成27年12月１日から平成28年３月31日まで（順不同・敬称略）
皆様方の温かい善意に感謝申し上げます皆様方の温かい善意に感謝申し上げます

ペットボトルキャップ・リングプル・使用済み切手など

一般寄付　計３件

弔慰寄付　計11件

愛の小箱募金　計４件　250,315円

物品預託　計７件

リサイクル預託
NPO法人御用聞きわらび、竹浦郵便局、白老東高等学校ボランティア局、海の子保育園、虎杖浜温泉ぬくもりの湯、北海道栄高等学校生徒会、
白老町立社台小学校、永尾静子、社会福祉法人白老宏友会生活介護事業所みらいえ、北吉原５区町内会婦人部、天理教吉菊分教会、緑丘保育園、
日本製紙㈱北海道工場白老事業所、宇佐美壽子、川辺正次、竹林春采、社台郵便局、松芳フミ子、白老町消防署、安田嘉広、竹浦長寿会、工藤靖博、
心のリゾート海の別邸ふる川、NPO白老消費者協会、寺田税理士事務所、白老郵便局お客様一同、長谷川宝来・長谷川宝香、萩野大町５区町内会、
白老町立萩野小学校児童会、天理教分教会、萩野公民館はまないす21、川田 聖、㈲松崎商事、匿名11件

白老たまごの里マザーズたまご館（社台：14,195円）、セイコーマート白老公園通店（白老：20,233円）、
白老町立国民健康保険病院（白老：11.298円）、カレンダーリサイクル市収益金（白老：204,589円）

白老ライオンズクラブ（白老：タオル）、日本製紙㈱北海道工場白老事業所（北吉原：ボックスティッシュ他）、
下屋敷秋夫（白老：オムツ他）、白老町婦人ボランティアグループ（白老：清拭布）、匿名３件

塚田日出子（北吉原）、白老町高齢者クラブ連合会（白老）、匿名１件

菊池トモ子（白老）、下屋敷秋夫（白老）、秋山重明（北吉原）、伊藤文雄（白老）、天野美喜子（江別市）、平松康英（白老）、
小林 博（北吉原）、本間美和子（江別市）、山田大輔（北吉原）、三好英生（茨城県）、匿名１件

ボランティア活動中の偶発的な事故によりケガをした場合や、他人にケガをさせたり、他人の物を壊し
たなど、損害賠償責任を負わされた場合に補償する保険です。
　★加入できる方★　　白老町ボランティアセンターに登録されている個人、団体
　★補 償 期 間★　　平成28年４月１日　午前０時から　平成29年３月31日　午後12時まで
　★保　険　料★　　Ａプラン：300円、Ｂプラン：450円、天災Ａ：430円、天災Ｂ：650円

皆様方の温かいご協力の結果、たくさんの募金が集まりました。
ここに報告を兼ねまして、厚くお礼申しあげます。

平成27年12月17日以降に寄せられた募金（順不同・敬称略）
加藤石材㈱ 2,000円、日本製紙㈱北海道工場白老事業所 30,000円、竹浦本通町内会 15,000円、㈲せんだ 3,000円、
パンとおかしの店 Malcove 1,000円、賀谷理美容院 3,000円、㈲マツザキ物流 3,000円、㈲久保工務店 3,000円、
丸幸鈴木建設工業㈱ 3,000円
白老町立白老中学校 3,333円、白老町立白翔中学校生徒会 7,723円、白老町社会福祉協議会窓口募金 23,501円、
日本製紙㈱北海道工場白老事業所職域募金 12,547円、ツルハドラッグ白老店 1,962円、天理教吉菊分教会 10,000円、
NPO法人お助けネット 14,277円、白老町役場窓口設置募金箱 81円、愛泉園ハートフル福祉募金 1,705円、
寄付金付商品分寄付金 79,400円、平成26年度期間外募金 71,400円

その他募金

法 人 募 金

赤い羽根共同募金
3,408,149円

歳末たすけあい募金
1,197,800円

発行・お問合せ先
☎82－6306（平日8時30分～17時まで）

社会福祉法人　白老町社会福祉協議会
〒059-0904　白老郡白老町東町4丁目6番7号

清掃ボランティア活動中、転んで
けがをして通院した。

家事援助ボランティア活動で清掃中、
誤って花びんを落としてこわした。

入浴ボランティア活動中、誤って
お年寄りにケガをさせた。

《ボランティア活動保険のご案内》
～安心できるボランティア活動のために～

（8） 平成28年5月1日　第132号 http://shiraoi-syakyo.com/
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