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カレンダーリサイクル市
今年で12回目となるカレンダーリサイクル
市が１月15日(火)～18日(金)の４日間、社協
事務所前にて開催され、初日には開始前から行
列ができるなど今回も大盛況となりました。
全国各地から沢山のカレンダーや手帳等が
寄贈され、今年は181団体・個人の皆様より約
16,000点の寄贈がありました。
募金形式で皆様から戴いた寄付金は総額
218,238円にのぼり、これらは白老町のボラ
ンティア事業推進のために有効に使わせていた
だきます。

「毎年楽
しみにし
ています
嬉しい声
」と
もいただ
きました
♪

ご協力いただきました多くの方々に心より感謝申し上げます。
平成31年度白老町社協事業計画と予算
……詳細はp.2
社会福祉功労者表彰式開催報告
……詳細はp.3
集まれ！いきいきシニア（高齢者クラブ情報） ……詳細はp.3
ボランティアセンター情報
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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
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「ともに支え合う、安心・安全・福祉のまちづくり」のために
白老町社協では下記の事業に取組みます （主な事業を抜粋）

法人運営事業

通所介護事業

●サロン事業の開催
●小地域ネットワーク活動の推進と充実
●介護職員初任者研修の開催
●生活援助従事者研修の開催（新規）
●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
●低所得世帯児童へのランドセルの贈呈
●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
●白寿者への記念品贈呈
●高齢者クラブ連合会への支援
●ボランティア活動団体スタートアップ支援事業
●「白老町認知症の人と家族などの会」の運営支援
●無縁物故者慰霊祭の開催
●地域福祉実践計画の策定（新規）

●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

訪問介護事業
●ホームヘルプサービスの提供
●ホームヘルパーによる通院などの乗降

居宅介護事業
●障がい者世帯へのホームヘルパー派遣

福祉移送サービス事業
●福祉有償輸送事業

居宅介護支援事業
●居宅介護支援事業（ケアプラン作成）

ボランティアセンター事業
●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
●町民防災講座事業

受託事業
●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

〈ふれあいサロン〉

《平成31年度 白老町社会福祉協議会予算》

（単位：千円）
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白老町社会福祉協議会

平日8時30分～17時まで
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平成３０年度社会福祉功労者表彰式が３月２６
日、いきいき４・６において行われ、山﨑宏一会
長より、永年にわたり地域福祉活動に貢献された
方々や社会福祉のために多額の寄付をされた方へ
表彰状や感謝状が贈られました。
山﨑会長は多大なる貢献をされた方々に敬意を
表すと共に今後もお力添えを頂きたいと挨拶され、
それを受けて受賞者代表の丸山素子氏は、この表
彰を励みに引き続き白老町の福祉発展に誠心誠意
取り組んでいきたいと謝辞を述べられました。
受賞された方は以下のとおりです。

白老町社会福祉協議会
社会福祉功労者表彰式
社会福祉協議会会長表彰（１１名・順不同）
遠藤 克彦 様
菅井いつ子 様
丸山 素子 様

綿谷
昭 様
鈴木ひとみ 様

幸村
隆 様
寺前 信子 様

黒滝 礼子 様
阿部千枝子 様

青山 一子 様
鈴木 靖男 様

社会福祉協議会会長感謝（３名・順不同）
伊藤 幸子 様

禅 照 寺 様

金澤志津雄 様

白老町高齢者クラブ連合会活動報告
平成３１年３月１３日、いきいき４・６にて健康
づくり講習会を開催しました。今回はヨガ講師の木
村洋子さんをお招きして、「高齢者の日常生活に健
康運動のすすめ」をテーマに、椅子に座ったままの
体操を中心に行いました。
後半のグループ体操では緊張もほぐれ参加者同
士の交流も深まりました。みなさん笑顔で体操を習
い、無事に講習会を終了することができました。
平成３１年３月６日、白老町中央公民館大講堂で
第２４回チャリティー芸能会を開催しました。
歌や演芸等の熱演に来場者は大変盛り上がり、開
会から閉会まで笑いの絶えない演芸大会でした。
この事業の益金４万円を白老町の地域福祉推進の
為に社会福祉協議会へ寄付させていただきました。
今年度も出演者や来場者の皆さまの熱演とご声
援、誠にありがとうございました。

〈 フラダンス 〉

シニアの力は地域の力！あなたの出番です！

高齢者クラブに加入しませんか！
白老町高齢者クラブ連合会

お問合せ先

担当

白老町社会福祉協議会

冨留田

お問い合わせは下記まで

平日8時30分～17時まで

☎82－6306
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ボランティアセンター情報
平成31年度白老町ボランティアセンター活動計画

7月

サマーチャレンジ
ボランティア体験学習

町民防災事業

8月

ボランティア演芸
・交流会（笑顔まつり）

ボランティア活動へのきっか

災害弱者を支援するための

ボ ラ ン テ ィ ア 団 体等 が

け作りとして町内の各福祉施設

知識や災害時の行動を学び、

日々活動されている成果を

でボランティア体験を行いま

町民全体の災害弱者への理解

発表し、ボランティアと地

す。体験を通じてボランティア

と防災意識を高めることを目

域住民との交流と理解を目

活動の普及を図ります。

的に開催します。

的として開催します。

12月 冬期ボランティア 1月
体験学習

小学生以上を対象に、自分に

皆様からカレンダー等をご提

あったスタイルで興味のある分

供頂き、募金形式でお渡しさせ

野のボランティアを体験しても

ていただきます。その益金は全

らい、ボランティア活動の普及

て白老町のボランティア活動資

を図ることを目的とします。

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。

通年実施

福祉・ボランティア
なんでも出前講座

カレンダー
リサイクル市

地域福祉関係 ①白老町社協の活動について ②共同募金について
在宅福祉・介護技術関係 ③介護保険制度について
④デイサービスセンターとホームヘルパーの活動について
⑤高齢者疑似体験学習 ⑥車椅子体験学習
ボランティア関係 ⑦ボランティア活動について ⑧収集活動体験
⑨点字・点訳体験学習 ⑩視覚障がい者のガイドヘルパー体験学習 ⑪手話体験学習
※下線が引いてある
その他 ⑫昔の遊び体験 ⑬ふまねっと運動体験
メニューは実技が入ります。

≪ボランティア活動保険ご案内≫

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、他人の物を壊し
たなど、損害賠償責任を負われた場合の補償を行う保険です。
★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
個人ボランティア、団体
★保険料★
Ａプラン：３５０円、Ｂプラン：５１０円、
天災Ａ ：５００円、天災Ｂ ：７１０円

お問合せ先

白老町社会福祉協議会

★補償期間★
平成３１年４月１日午前０時から
令和２年３月３１日午後１２時まで
活動中、食べた弁当で
ボランティア自身が
食中毒になって入院した。

平日8時30分～17時まで

主な例

ボランティア活動に
向かう途中、交通事故
にあって亡くなられた。

☎82－6306

http://shiraoi-syakyo.com/
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リサイクル物品収集のご案内
①ペットボトルキャップ
皆さんから集めていただいたキャップは、ボランティ
アさんによって１つ１つ丁寧に仕分けされています。
回収の際は水で軽くすすぐ・下記の不要物を入れない等
ご協力をお願いいたします！

〈仕分作業風景〉

※収集の際の注意事項※
下記の物は必ず取り除いて下さい。
・ガラスや釘、カッターの刃等の危険物 ・醤油や酢のキャップ
・目薬等のプラスチック容器 ・ビンや化粧品のフタ ・電池
・缶のフタ等の金属キャップ

平成30年度は2,258㎏を回収業者へ搬送し、
計14,522円の益金となりました。
これらは「NPO法人世界の子どもにワクチンを日
本委員会」へ全額寄付され、開発途上国の子ども
達へワクチンが届けられます。

〈搬送ボランティア〉

他にも次の物品を収集しています。
②リングプル

（車椅子等に交換後、町内の公共施設・福祉施設へ）

③ベルマーク

白老町社会福祉協議会では、平成29年度より
「ボランティア活動団体スタートアップ事業」を
行っております。
白老町内を拠点として、新たに福祉ボランティア
団体などを設立し、地域に根ざした事業への取り組
みを始めようとしている方、または近年設立された
団体の方は、支援事業の活用についてぜひ一度ご相
談下さい。
①設立２年以内の団体
②年間を通して継続的に活動し、自主
的な研修・学習会を行っている団体
１団体につき年間３万円を上限
会の運営に必要な経費（飲食以外）

お問合せ先

白老町社会福祉協議会

⑤書き損じ葉書

（障がい者が地域で暮らせる支援活動費等へ）
（開発途上国の教育現場での活用へ）

ボランティア活動団体
スタートアップ支援事業

支援金額
対象経費

（障がい者が地域で暮らせる支援活動費等へ）

⑥未使用の学用品

（学校等教育機関の備品整備へ）

対象団体

④使用済み切手

認知症の人を支える
家族などの集い
開催案内
■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

５月１４日(火)

１１時～１４時

■場所

いきいき４・６

■内容

午前

ビデオ学習

午後

グループ懇談

■参加費

700円（昼食代）

■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。

平日8時30分～17時まで

☎82－6306
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赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金集計報告
平成３０年度の共同募金運動の結果についてご報告致します。
皆様より温かいご支援を戴き、厚くお礼申し上げます。

赤い羽根共同募金

歳末たすけあい募金

3,211,738円 1,037,640円
平成30年12月20日以降に寄せられた募金（順不同・敬称略）
法 人 募 金 天理教吉菊分教会 10,000円、民宿元和や 1,000円、パンとお菓子の店 Malcove 1,000円、

富士の湯温泉ホテル 3,000円、温泉ホテル和秀 2,000円、㈲せんだ 5,000円、習志野牧場 5,000円、
長谷川車輌 5,000円、がや理美容院 5,000円、丸幸鈴木建設工業㈱ 5,000円、ツルハドラッグ白老店 924円

その他募金 虎杖小学校 4,102円、介護付き有料老人ホーム悠々 17円、白老町役場窓口設置募金 665円

《職員募集》
── 正規職員 ──

①デイサービスケアワーカー（介護員）
②ホームヘルパー（訪問介護員）
給与
時間
勤務
休日
資格
採用

月額134,200円～166,200円
賞与年２回 年１回昇給あり
介護福祉士手当、交通費支給あり
①8：15～17：00
②8：30～17：15
シフト制週５日（月曜～土曜）
日曜他シフトによる
①普通運転免許
②普通運転免許・初任者研修
（ヘルパー２級）以上
随時採用

── 臨時職員 ──

①デイサービスケアワーカー（介護員）
②ホームヘルパー（訪問介護員）
給与
時間
勤務
休日
資格
採用

時給925円～1,045円
年１回昇給あり
介護福祉士手当、交通費支給あり
①8：15～17：00
②8：30～17：15
シフト制週５日（月曜～土曜）
日曜他シフトによる
①普通運転免許
②普通運転免許・初任者研修
（ヘルパー２級）以上
随時採用

≪皆様方の温かい善意に感謝申し上げます≫
平成30年12月１日から平成31年３月31日まで（順不同・敬称略）

一般寄付 白老町高齢者クラブ連合会
指定寄付 歌で元気！北海道歌まつりin白老実行委員会から北海道難病連白老支部へ
弔慰寄付 西澤和子（竹浦）、伊藤靖子（白老）、藤田正義（竹浦）、大上愛子（白老）、伊藤清春（竹浦）、佐藤真耶（東京）、上河洋一
（白老）、
松永八重子（白老）、
丹波富子（萩野）、
坂本アキ（白老）、
村上栄子（白老）、
大西義輝（白老）、
高泉照雄（白老）、
深瀬季孝（北
吉原）、
森本志津子（萩野）、
笹田廣美（萩野）、
堀野伸一（北吉原）、
菊地達也（白老）、
岡田周子（白老）
松緑神道大和山苫小牧教区婦人会（苫小牧：紙おむつ等）、
和田敏宏、
竹
物品預託 パセオしらおいはぎのコープ会（東町：清拭布）、
浦小学校（書き損じはがき）、
越前歌子（竹浦：歩行器）、
竹浦長寿会（竹浦：清拭布）、
婦人ボランティアグループ（若草：清拭布）、
石山青
葉町内会婦人会（石山：清拭布）
レストラン大きな木（白老：14,992円）、
カレンダーリサイクル市収益金
愛の小箱募金 白老町社会福祉協議会窓口（白老：4,995円）、
（白老：218,238円）、
スーパーくまがい（白老：20,705円）

リサイクル預託 ペットボトルキャップ・リングプル・使用済み切手など
萩野朝霧区町内会、
北吉原本町5区町内会婦人部、
NPO法人御用聞きわらび、
日本製紙株式会社北海道工場白老事業所すずらん寮、
日本製紙株
式会社北海道工場白老事業所、
海の別邸ふる川、
安田嘉広、
白老小鳩保育園、
竹浦小学校、
介護ホームどんぐりの家、
竹中工務店北海道支店、
生活
介護事業所みらいえ、
川辺正次、
虎杖小学校、
北海道栄高等学校、
白老消防本部、
竹浦長寿会、
ひょっとこ踊り白老愛好会、
白老町婦人ボランティアグ
ループ、
㈲照幸プラント、
北吉原ふれあいプラザ、
工藤靖博、
川田聖、
石山青葉町内会婦人会、
天理教吉菊分教会、
白翔中学校、
石田末子、
大町第5町
内会女性部

発行・お問合わせ先（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
電話 82－6306 FAX 82－6308
〒059-0904 白老郡白老町東町4丁目6番7号

