
社協だより「ほほえみ」は赤い羽根共同募金の助成金で発行されています
《ゆずります　こたつ（縦75㎝×横75㎝）》

　この度、赤い羽根共同募金と白老町より助成を受け、
車両（ISUZUエルフ）を購入することができました。
　平成11年にも赤い羽根共同募金より助成を受け、
トラックを購入し、町内会活動（古紙回収など）、町
内福祉施設イベント、社協事業などで活用しておりま
したが、昨年11月末に老朽化に伴い廃車となりまし
た。（使用年数17年）
　トラック貸出は町内会活動の活性化や福祉施設とのつながりを強化することができ、社協と地域を
結ぶのに欠かせない事業ですので、今後ともよろしくお願い致します。

●貸出対象⇒町内会及び町内福祉施設（貸出希望の方はお問合せください）
●事前に電話にて空き状況をお問合せください。
◎トラック貸出申請時には下記書類の提出が必要となります。
①車輌借用書（社協ホームページにてダウンロード可）　②運転する方の免許証コピー

《２ｔトラック貸出再開》

赤い羽根共同募金運動
スタート！！
今年度もご協力

よろしくお願い致します。
10月1日～12月31日迄

赤い羽根共同募金運動について
「たすけ愛」（歳末見舞金）についてのお知らせ
集まれ！いきいきシニア（高齢者クラブ情報）
ボランティアセンター情報
「白老町認知症の人と家族などの会」設立・会員募集

……詳細はp.2
……詳細はp.5
……詳細はp.6
……詳細はp.7
……詳細はp.9
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　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年度は皆様の募金が「災害等準備金」として熊本地震の災害で使われました。また、北海道の
大雨台風災害でも南富良野災害ボランティアセンター設置運営やスコップ等の資機材整備に活用されまし
た。（写真は南富良野町での様子）

赤い羽根の募金活動は、まちの人の
やさしい気持ちを集める活動です！

集めた募金は、白老町へ還元され、町内の子どもたちや
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。

平成29年度の目標額　3,300,000円
町内会戸別募金 1,700,000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　町内企業や商店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。

④まちが元気になる ①募金をする

③まちに笑顔が
　ふえる

②白老町・北海道の
　誰かの願いが叶う

【共同募金のまちを良くするしくみ】

（詳細 p3）
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昨年度、皆様からご協力戴いた
共同募金総額 3,332,061円
皆様の善意に対し、心より感謝申し上げます。
昨年、皆様よりご協力戴きました募金は下記
平成29年度事業として活用されています。

【町内福祉団体活動支援事業】
【町内社会福祉事業】

【全道広域助成事業】

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（43,000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）

出前講座事業（30,000円）
結婚相談事業（180,000円）
「ほほえみ」発行広報事業（439,061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）

トラック購入事業（2,065,000円）
町民防災事業（100,000円）
住民行事用テント設置事業１張（107,600円）

ボランティア体験（傾聴） 出前講座（昔のあそび）

ボランティア演芸交流会
町民防災講座

ボランティア体験（読み聞かせ）出前講座（高齢者疑似体験）三世代ふれあいサロン

ボランティア体験（高齢者施設）
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　第５回婚活パーティーを㈱エクシオジャパンの協力
により、７月23日㈰に開催しました。今年は町外の
女性７名、町内在住・在勤男性10名が参加し、混合
チームに分かれてミニゲーム、１対１の自己紹介、フ
リータイムという流れで行いました。ミニゲームの
チョコレートカカオ含有率当てや利き茶ゲームではみ
なさん盛り上がり、緊張がほぐれた様子でした。その
後の自己紹介やフリータイムの際にはミニゲームの話
題も出て、会話のきっかけになったようでした。
　今回は５組のカップリングが誕生し、カップリング
になられた方々には特典として「ホームキッチンカ
フェ宝竜のケーキセット券」をプレゼントしました。
素敵なティータイムを過ごしながら今後の展開につな
げて戴ければと期待しております。

　皆様に多くのご協力を戴き、おかげ様でご当地ピンバッチの在庫が残りわずかとなりました。この
取り組みは、ピンバ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り上げていきたいという思いを込めて
行っております。趣旨をご理解いただき、みなさんのご協力をお願い申し上げます。

※社協窓口にて募金協力を戴いた方には２０１７年限定コラボ
グッズ（日本ハムファイターズ・初音ミク・妖怪ウォッチ）を
進呈致しますので、下記お問合せ先記載の時間内に窓口まで
お越しください。（いきいき４♥６入って左側の窓口です）

赤い羽根共同募金助成事業

《2017年赤い羽根ご当地ピンバッチ残りわずかとなりました》
※数量限定。１個500円（製作費を除いた額がそのまま募金となります）

白老町社協×エクシオコラボ婚活パーティー報告
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　白老町に居住する者で、平成29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）

　１）世帯割　１世帯当り　5,000円
　２）人数割　１人当り　　1,000円

　11月24日㈮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）

　審査の上決定し12月下旬より地域の民生委員を通して贈られます。

※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外となります。

対　　象　　者

歳末見舞贈呈額

申　請　方　法

贈　呈　方　法

例　母子世帯（20歳未満の子供２人世帯の場合）
　　103万円＋38万円＋38万円＝179万円以内

　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」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会議費、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29年10月１日～平成29年11月24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30年１月末の審査委員会で審査し、お知らせ致します。）

平成29年度 赤い羽根共同募金 活動支援助成金新規募集

平成29年度「たすけ愛」（歳末見舞金）の贈呈について
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集まれ！いきいきシニア（高齢者クラブ情報）

夏の交通安全運動「旗の波運動」の実施

白高連パークゴルフ大会の開催

合同運動会と防災炊き出し訓練

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

★夏の交通安全運動期間中の７月13日㈭（飲酒運転
根絶の日）、国道36号線白老町東町ガソリンスタンド
「セルフオカモト」前で10：00から45分間、旗の波
運動を実施しました。夏のレジャーシーズンは交通事
故の発生が多発しております。関係団体と共に会員
32名が街頭啓発活動を行い通過ドライバーに安全運
転を呼びかけました。

★７月27日㈭、白高連パークゴルフ大会を白老パー
クゴルフ場で開催しました。気軽にできるパークゴル
フは会員の中でも大人気です。
　今回の最年長プレイヤーは男女共に88歳で「頑
張ったで賞」を受賞しました。
　これからも健康づくり、会員相互の親睦を深めてい
きたいと思います。

あなたの出番です！
高齢者クラブに加入しませんか？

★８月22日㈬、白老町総合体育館で高齢者大学、婦人団体連絡協議会、高齢者クラブの３団
体で合同運動会を開催しました。白高連からは82名、全体では200名以上の参加があり熱い
声援が体育館を包み込みました。また、今回は防災炊き出し訓練を同時に行い越前消防署長の
講話後、カレーライスの炊き出し訓練を行い、カレーライスの美味しさと災害時に確実に作る
手順を再認識して、今年の合同運動会と防災訓練を終了しました。
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　８月５日に白老中央公民館において第36回白老町社会福祉大会・しらおい笑顔まつり
が開催されました。
　公民館講堂ではボランティア団体による演芸発表が行われ、日頃の活動の成果が披露さ
れました。観客の皆さんも一緒に拍手や声援で、大変盛り上がっておりました。
　駐車場では福祉団体等による飲食販売やフリーマーケット等が開かれ、賑わいをみせて
いました。休憩スペースではうどん・そばや焼き鳥、フランクフルト、デザート等笑顔で
食べられている方が多く見られました。
　当日、足を運んでくださいました皆様、心より感謝申し上げます。ありがとうございま
した。なお、会場にてご協力いただいた募金につきましては白老町共同募金委員会へ贈呈
させて頂きました。

　７月27日～８月２日までの７日間、ボラ
ンティアを身近に感じてもらうことを目的に、
平成29年度サマーチャレンジボランティア
体験学習を開催しました。延べ47名の方が
19種類のプログラムの中から興味のあるも
のに参加され、楽しまれておりました。参加
者からはボランティアを通じて色々な事を学
ぶことができた等の話が出ていました。

　８月８日に千歳にある「防災学習交流セン
ターそなえーる」において、平成29年度町
民防災講座を開催しました。町民19名が参
加され、コンセントからの出火再現の見学や
機械での震度７の地震体験等から災害の恐ろ
しさと防災の大切さを学びました。

←保育園で絵本
　の読み聞かせ
　ボランティア
　体験風景

↑センター職員によるコンセント
　出火再現の説明風景

白老町社会福祉大会・しらおい笑顔まつり

ボランティアセンター情報ボランティアセンター情報

白老町社会福祉大会・しらおい笑顔まつり

社会福祉大会・笑顔まつり
募金総額

ご協力いただいた皆様に心より
感謝申し上げます。

114,359円

サマーチャレンジボランティア体験学習 平成29年度町民防災講座
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　社会福祉協議会では、地域の高齢者や乳幼児とその親、三世代を対象として「出会い
づくり」、「仲間づくり」、「健康づくり」を目的に白老町総合保健福祉センター（いき
いき４・６）においてふれあいサロンを開催します。前半の音楽会や後半の分科会はど
れも楽しい内容となっておりますので、皆様のご参加をお待ちしております！

「地域ふれあいサロン」は、地域の方々の「閉じこもり防止」や「仲間づくり」「健康づくり」
などを目的に、身近な場所で気軽に集まり、おしゃべりなどで仲間と楽しく過ごせる地域の「憩
いのたまり場」です。町内会や気の合う個人でも始められます。

■開催日程　　平成29年10月24日㈫　13：00～14：00

■開催場所　　いきいき４・６（研修室３）

■対　　象　　「地域ふれあいサロン」に関心のある方

■申込締切　　10月20日㈮まで

■内　　容　　ボランティア入門編（１時間程度）

①白老町の現状と地域交流の必要性（10分）
②サロンを始めてみよう（20分）
③地域ふれあいサロンの実践報告（10分）
④質問と意見交換（20分）
　講座終了後、サロン開催の個別相談を受け付けます。

《問合せ先　白老町地域包括支援センター（電話82－5560）若しくは下記まで》

●日時　平成29年11月18日㈯　９時30分～11時45分（受付９時から）
●会場　白老町総合保健福祉センター いきいき４・６
●内容　前半：ＰＡＬＬＥＴによる音楽会

　　　　後半：分科会（ふまねっと運動・絵手紙教室・ハンドケア講習
　　　　　　　　　　　一閑張り教室・大型紙芝居＆昔の遊び）

「地域ふれあいサロン」始めませんか？
★生きがい・活躍の場　　★見守り・安否確認　　★悩み事や困りごとを発見

～地域ふれあいサロン講座　参加者募集～

詳しくは町内会回覧で周知致しますのでご確認ください！

平成29年度ふれあいサロン開催平成29年度ふれあいサロン開催
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認知症グループホーム
見学会

　７月12日㈬、白老町総合保健福祉センターい
きいき４・６において「白老町認知症の人と家族
などの会」の設立総会を開催し、会員の集いや会
報発行、研修会、相談援助などを行なうことなど
を決めました。
　白老町認知症の人と家族などの会は、町内で家

族に認知症を抱える有志が、認知症の方と家族の福祉の向上を目的として設立した団体です。
　総会では、会長に平野弘氏が選任され、現行の諸制度は認知症患者の家族への支援が不十分であ
ることや、認知症患者の家族が認知症の特性を周囲にわかってもらえず孤立するなどの現状を訴
え、新しく出来た家族の会がお互いの悩みを打ち明ける場となると共に、今後増え続けることが予
想される認知症の正しい知識の普及・啓発を行い、当事者団体として問題の解決に取り組んでいき
ますと挨拶されました。
　認知症の人と家族などの会では、現在会員を募集しています。会員は①認知症の人などを介護し
ている家族②かつて認知症の人などを介護していたことのある家族③同会の目的に賛同する個人④
同会の目的に賛同する団体です。会費は①～③までが年額1,500円、④が年額3,000円です。是非
ご加入をお願い致します。

■目　的　認知症の方を介護
している人が専門の入所
施設を見学し将来の参考
にするために行います。

■と　き　11月７日㈫
　10時30分～11時30分
■場　所　どんぐりの家
　　　　　（萩野）
■内　容　施設見学・概要や
　　　　　料金の説明
■〆切り　11月６日㈪
■参加費　無料
■その他　希望者は予めお申

込み下さい。詳細をお知
らせ致します。送迎が必
要な方は遠慮なくご相談
ください。

■申込み・お問合せは下記まで

◇目　的　同じ悩みを持っている仲間同
士でお話しをしてみませんか？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ま
しょう。

◇と　き　10月24日㈫  10:00～15:15
◇会　場　登別温泉　登別万世閣
　いきいき４♥６集合し、バスにて移動。
◇対　象　家庭で介護を行うご家族や支

援者など
◇参加費　一人500円（昼食代）当日支払い
◇内　容　懇談・食事・入浴
◇定　員　20名（超える場合は抽選に

なります）
◇〆切り　10月20日㈮
◇当日介護する方がいない、集合場所ま

での交通手段がない等の方はご気軽
にご相談ください。

◇申込み・お問合せは下記まで

■目　的　認知症の方の家
族が集い、認知症に対
する正しい知識を学び
ます。

■と　き　12月５日㈫
　11時00分～14時00分
■場　所　いきいき４・６
■内　容　午前
　　　　　ビデオ学習
　※昼食後はグループ懇談
■参加費　700円
　　　　（昼食代）
■〆切り　12月４日㈪
■その他　ご家族の介護や

送迎が必要な方は遠慮
なくご相談ください。

■申込み・お問合せは下記まで

「白老町認知症の人と家族などの会」
が設立されました

認知症の人を支える

家族などの集い

認知症グループホーム
見学会

認知症の人を支える

家族などの集い
認知症の介護者

リフレッシュ事業ご案内
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お問合せ先　白老町社会福祉協議会　平日8時30分～17時15分まで　☎82－6306



社協職員求人情報
職種 ① ホームヘルパー（訪問介護員）（正職員）
　　 ② デイサービス　介護員（正職員）

職種 ③ ホームヘルパー（訪問介護員）（臨時職員）
　　 ④ デイサービス　介護員（臨時職員）

職種 ⑤ 介護支援専門員（ケアマネージャー）（嘱託職員）

★給　与　正職員　月額131,700円～166,700円　賞与年２回　合計２カ月分
★勤　務　8：30～17：15　週５日
★休　日　日曜日他ローテーション　　★資　格　①②普通自動車　①ヘルパー２級以上
★採用日　随時

★時　給　925円～1,105円　　　　　★勤　務　勤務日数・時間は応相談
★休　日　日曜日他ローテーション　　★資　格　③④普通自動車　③ヘルパー２級以上
★採用日　随時

★給　与　月額203,200円（手当含む）　※交通費別途支給
★勤　務　週５日　8：30～17：15　　★資　格　介護支援専門員
★採用日　11月１日予定

平成29年６月１日から平成29年８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

ペットボトルキャップ・リングプル・使用済み切手など
はぎの自動車学校、熊谷久美子、竹浦長寿会、竹浦ふれあい町内会、高畠輝彌、松芳フミ子、北吉原ふれあいプラザ、天理教竹浦分教会、竹越なぎさ、
どんぐりの森、海の別邸ふる川、安田嘉広、後藤則雄、工藤靖博、アヨロ温泉、川辺正次、白老東高等学校ボランティア局、虎杖浜第１寿会、竹林春采、
NPO法人御用聞きわらび、萩野大町３区町内会、白老町立白老中学校、白老町立白翔中学校、川田　聖、小松敏雄、木村　清、長谷川宝来・長谷川宝
香、日東あけぼの会

いぶり中央漁業協同組合（石山）、朝霧町内会子供神輿（萩野）、白老高等学校第12期生会（白老：10,000円）

大谷秀一（白老）、吉田照代（白老）、大和谷岩繁（白老）、髙木一枝（白老）、藤原秀樹（北吉原）
大町第５町内会女性部（白老：清拭布他）

■目　的　閉じこもりがちな高齢者等が
集い夕食をとりながら交流します。

■場　所　いきいき４・６
■と　き　11月13日㈪
　　　　　16時30分～18時30分
■内　容　「おじさんと若者バンド」の
　　　　　軽音楽ショー＆夕食（石狩鍋）
■参加費　700円（当日）
■〆切り　11月９日㈭
■その他　ご家族の介護や送迎が必要な
　　　　　方は遠慮なくご相談ください。
■申込み・お問合せは下記まで

■目　的　社会の高齢化が進行し高齢者への介護ニーズ
が多様化しているなかで、認知症高齢者に対する正し
いコミュニケーション方法の習得や知識を学びます。

■と　き　12月７日㈭　18：30～20：30
■場　所　白老町総合保健福祉センターいきいき４・６
■参加費　無料
■講　師　北海道総合福祉研究センター
　　　　　事務局長　池田ひろみ氏（介護福祉士）
■内　容　認知症高齢者とのコミュニケーション方法に
　　　　　ついて
■締め切り　12月４日㈪
■申込み・お問合せは下記の連絡先まで

一般寄付
弔慰寄付
物品預託
リサイクル預託

発行・お問合せ先
☎82－6306（平日8時30分～17時15分まで）

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

高齢者ふれあいサロン
鍋を囲む会

福祉セミナーのご案内
「認知症高齢者とのコミュニケーション方法」

詳細は下記まで問合せ下さい
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