
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

　今年も10月１日から12月31日ま
で赤い羽根共同募金運動が行われま
す。
　白老町共同募金委員会では白老町
限定のご当地ピンバッチ等の赤い羽
根グッズ募金を行っております。い
ずれのグッズも数量限定となってお
りますのでご希望の方はお早目のご
協力をお願いいたします！
　グッズ募金希望の方は社協窓口ま
でお越しください。
（いきいき4・6入って左側）

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
　　　　　「ふれあいサロン」開催について等
事業案内・職員募集・寄付物品等
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赤い羽根共同募金運動

今年もご協力よろしくお願いいたします！
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　赤い羽根共同募金は、住民相互のたすけあい精神に基づき、自発的に寄付できるような
「新しい寄付の文化」を根付かせたいという願いをもち、皆様に募金活動へのご協力をお
願いしております。白老町共同募金委員会で行っている募金は以下の通りです。

戸別募金 町内会の皆様のご協力をいただき、各戸に募金のお願いをしています。

法人募金 地域の代表のボランティアにご協力いただき、企業・法人様を中心に寄付をお
願いしています。

街頭募金 大型店舗の入口などで、通行されている方に寄付をお願いしています。

学校募金 福祉教育の一環としてこどもたちに募金についてのパンフレットや広報物を配
布し、赤い羽根募金への活動への参加をご提案しています。

職域募金
企業、団体、官公庁などの職場で、従業員が社会貢献活動の一環として行う募
金方法です。アメリカなどの諸外国ではこの「職域募金」が寄付の主流となっ
ています。

興行募金 様々なイベントや行事に集まった皆様に寄付をお願いしています。

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！

皆様の善意に心より感謝申し上げます。昨年皆様よりご協力いただきました
募金は、令和元年度事業として下記の通り活用されます。（以下、順不同）

平成30年度の共同募金総額 3,211,738円

【町内福祉団体活動支援事業 － 13件】
身体障害者福祉協会白老支部、白老肢体不自由児者父母の会、しらおい障がい者と手をつなぐ会、
白老地区ことばを育てる親の会、北海道難病連白老支部、保護司会白老分会、白老町婦人ボランティ
アグループ、ボランティアグループ四ツ葉会、ヘルム39、はっぴー♡ふまねっとクラブ白老、白老小
学校青少年赤十字、社会を明るくする運動白老地区推進委員会、白老町認知症の人と家族などの会

【町内社会福祉事業 － ６件】
出前講座、結婚相談事業、広報「ほほえみ」発行事業、ふれあいサロン事業、ボランティア体験学習
事業、ボランティア演芸交流会・白老町社会福祉大会開催事業

【全道広域助成事業 － ２件】
町民防災事業、機器整備事業（発電機）

　今後とも白老町の民間福祉推進のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
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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、
活動支援助成金の募集を行います。
〈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
ている団体。
〈助成対象となる費用〉
　活動の為に必要な会議費、研修費、備品・器材等の購入費、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（ただし、募金総額の範囲内）
〈募集期間〉
　令和元年10月１日～令和元年11月21日までに下記までお問合せ下さい。
　（結果については、令和２年１月末の審査委員会で審査し、お知らせいたします。）

　白老町共同募金委員会では、表紙で紹介した白老町限定のピンバッチ以外にも募金にご協力いた
だいた方に進呈するグッズを用意しております。
　グッズ募金とは社協窓口で寄付された方が対象となります。ご希望の方はいきいき４・６正面玄
関入って左側の社協窓口へお越しください。また、お問合せ等は下記の連絡先までお願いします。

いずれも数量限定となっております。

お早目のご協力をよろしくお願いします！

令和元年度 赤い羽根共同募金
活動支援助成金新規団体募集

共同募金グッズ募金の紹介

クリアファイル　1枚300円

缶バッチ　200円から

ピンバッチ（3種類）

各500円

ピリカオッカイポ
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　７月21日㈰、第７回婚活パーティーを㈱エクシオジャパ
ンの協力のもと開催しました。今年の内容は「ワッフル婚
活」！昨年カップリング特典でご協力いただいたキンペンカ
フェにて、２チームに分かれてワッフルに飾り付けした後、
ゲームを交えながら楽しく試食していただきました。
　今回は町内外の女性８名、町内在住・在勤男性４名と少人
数のご参加にも関わらず３組のカップルが誕生しました！
次回のデートとして来ていただけるよう、特典として「キン
ペンカフェのお食事割り引き券」を贈呈いたしました。この
ご縁が末永く続きますよう、心より願っております。

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

　令和元年11月21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・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お問合せください）なお、申請用紙は地域の民生
委員・児童委員より配布致します。（※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・児童委員を通して贈られます。

歳末見舞贈呈額

申　請　方　法

贈　呈　方　法

例　一人親世帯（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

　白老町に居住する者で、令和元年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）一人親世帯（世帯主が20歳未満の子を扶養している一人親世帯）
　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。

対　　象　　者

令和元年度「たすけ愛」（歳末見舞金）の贈呈について

～赤い羽根共同募金助成事業～

を開催しました!!

３ 組のカップリング

ワッフル婚活
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ム
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白高連パークゴルフ大会を開催しました！

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

　７月18日（木）、白老パークゴルフ場にて会
員相互の交流を深めると共に高齢者の健康増進を
図ることを目的に、白高連主催でパークゴルフ大
会を開催しました。今回は64歳から90歳まで合
計52名の白高連会員が各グループで熱戦を繰り
広げられました。
　参加者はボールの行方に一喜一憂し、笑顔で他
の会員との親交を深められていた様子でした。

あなたの出番です！
高齢者クラブに加入しませんか？

■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　10月４日㈮　11時～14時
■場　所　いきいき４♥６
■内　容　午前　介護者３名　体験発表
　　　　　昼食（弁当）
　　　　　午後　グループ懇談＆まとめ
■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。

■目　的　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
の介護の糧にしませんか。
■と　き　10月23日㈬　10時～15時15分
■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
■参加費　一人700円（昼食代）当日支払い
■内　容　懇談・食事・入浴
■定　員　15名（超える場合は抽選）
■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
お気軽にご相談くださ
い。
■申込み・お問合せは下記
まで

認知症の人を支える
家族などの集い

開催します

認知症介護者
リフレッシュ事業の

ご案内

集まれ！いきいきシニア（高齢者クラブ情報）

認知症の人を支える
家族などの集い

開催します

認知症介護者
リフレッシュ事業の

ご案内
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　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」を目的に交流を深め、健康と生きがいづくり
を図ることを目的にふれあいサロンを実施します。前半の落語＆ミニ歌声や
後半の分科会は、どれも子どもからご高齢の方まで楽しめる内容となってお
りますので、皆様のご参加をお待ちしております♪

　７月10日（水）、高齢者や障がい者等といった災害
弱者に関する町民防災講座がいきいき４♡６にて開催さ
れ、一般の町民をはじめ、しらおい防災マスター会会員
や町内会役員など80名が参加されました。
　講演では、岩手県宮古市養護老人ホーム清寿荘の施設
長である 浩史氏を迎え、東日本大震災当時の様子も交
えながらお話ししていた
だきました。「普段から
の地域でのつながりが防
災となる」との言葉に、
多くの参加者は地域連携
の重要性を再認識した様
子でした。

　台風15号による災害への緊急的な
被災地支援活動に対応するため、被災
地へボランティアに行く予定の方は、
必ず事前に白老町社会福祉協議会窓口
にて加入手続きを行ってください。

　なお、ボランティアの募集・活動状
況は変化しますので、参加を検討する
際には各市町の最新情報を必ず確認し
てください（ボランティアの募集地域
を限定していることがあります）。

ボランティアセンター情報

●日　時　11月９日（土）　９時30分～11時45分（受付：９時00分～）
●会　場　白老町総合保健福祉センター　いきいき４♥６
●参加費　無料
●内　容

※参加には事前にお申し込みが必要です。お申し込

　み方法など詳しくは町内回覧でご確認いただくか、

　下記までお気軽にお問合せください！

〔全体会〕　落語＆ミニ歌声
　①月見亭うさぴょんさんによる腹話術落語　②釘抜亭トンカチさんによる落語
　③みんなで歌おう！
〔分科会〕　①ハンドケア講習　②ふまねっと運動教室
　　　　　　③アイヌ文化ふれあい体験　④笑いヨガ＆懐メロ演歌体操

令和元年度台風15号に係る
ボランティア活動保険加入のお知らせ 町民防災講座

ふれあいサロン を開催します♪

ボランティアセンター情報

町民防災講座

ふれあいサロン を開催します♪

月見亭うさぴょんさん

釘
くぎぬきてい

抜亭トンカチさん

①報告令和元年度台風15号に係る
ボランティア活動保険加入のお知らせ

★天災タイプＡプラン：500円
★天災タイプＢプラン：710円
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　７月29日～８月１日までの４日間、ボラン
ティアを身近に感じてもらうことを目的にサマー
チャレンジボランティア体験学習を開催しまし
た。今年は小学１年生から一般の方まで述べ15
名の方々が、町内福祉施設や保育園でのお手伝い
や、高齢者や子ども、障がいのある方々との交
流、読み聞かせ体験など、計８種類のプログラム
でそれぞれ活動を行いました。

　今回は参加者の皆さんがより学びを得られ
るよう、ボランティア体験の前後に学習会を
開催しました。事後学習会ではグループごと
に振り返りを行い、紙にまとめて発表しまし
た。また、全ての日程に参加出来た方には社
協会長より修了証が授与されました。
　最初は緊張していた様子も見られました
が、アンケートでは「楽しかった」「また参
加したい」という声が多く寄せられました。
次回は冬休み期間に開催予定ですので、皆さ
まのご参加をお待ちしております！

　第38回白老町社会福祉大会・しらおい笑顔ま
つりが８月３日㈯、白老中央公民館を会場に開催
されました。公民館講堂ではボランティア団体・
個人の皆さんによる演芸発表が行われ、民謡や舞
踊、歌謡等といった日頃の活動の成果が披露され
ると、観客から大きな拍手が送られました。
　駐車場では福祉団体等による飲食販売やフリー
マーケットが開かれ、小さなお子さんからご高齢
の方まで多くの人で賑わいました。休憩スペース
ではそばやたこ焼き、かき氷等を笑顔で食べてい
る姿が見られ、皆さん思い思いに過ごされていま
した。 　厳しい暑さの中、当日会場に足を運んでくだ

さいました皆様、そして開催にあたりご協力い
ただきました全ての方々に心より感謝申し上げ
ます。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
せていただきました。

社会福祉大会・笑顔まつり　募金総額

ご協力誠にありがとうございました！
93,205円

サマーチャレンジボランティア体験学習

白老町社会福祉大会・しらおい笑顔まつり

サマーチャレンジボランティア体験学習

白老町社会福祉大会・しらおい笑顔まつり

②

③

報告

報告

事前学習会
（担当者との打ち合わせ）

　受付・舞台袖・共
同募金・チャリティ
ー販売・出店等、沢
山のボランティアの
皆さんにご協力いた
だきました!!

高齢者ふれあい体験 読み聞かせ体験

事後学習会
（グループ発表）
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ホームヘルパー（訪問介護員） デイサービスケアワーカー（介護員）
－給与－ －給与－

－時間－ －時間－
－勤務－

－勤務－－休日－
－休日－－資格－
－資格－

－採用－ －採用－

月額134,200円～166,200円
賞与年２回　年１回昇給あり
交通費別途支給あり
8：30～17：15
週５日（月曜～金曜）
土・日曜他
普通自動車
初任者研修（ヘルパー２級）以上
随時採用

月額134,200円～166,200円
賞与年２回　年１回昇給あり
交通費別途支給あり
8：15～17：00
シフト制週５日（月曜～土曜）
日曜他シフトによる
普通自動車
随時採用

令和元年６月１日から令和元年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
天理教北正徳分教会、竹浦長寿会、工藤靖博、西澤栄子、栄寿会、萩野大町３区町内会、天理教竹浦分教会、吉谷工業㈱、海の別邸ふる川、安
田嘉広、アヨロ温泉、北海道栄高等学校、田村文一、萩野朝霧町内会、小野寺レイ子、ことぶき苑、社会福祉法人優和会くぬぎ、生田医院、ヘル
ム39、竹浦幌内東町内会、日の出第２町内会、北吉原ふれあいプラザ、川辺正次、社台郵便局、社会福祉法人白老宏友会生活介護事業所みら
いえ、酒井　章

藤原優子（萩野）、山本邦子（白老）、南原淳司（北吉原）、田之岡トモ子（萩野）、鈴木恒子（白老）、中村田美子（白老）、
砂山スエ子（北吉原）、菊地雅之（白老）

栄寿会（白老、清拭布他）、竹浦長寿会（竹浦、清拭布他）

　子供から大人まで、おもちゃ遊び名人と一緒に
ゲームで楽しみましょう！
■場　所　白老町コミュニティーセンター２階
■と　き　11月10日（日）
　　　　　13時30分～15時30分
■講　師　小樽のおもちゃ屋さん
　　　　��「キンダーリープ」店長�杉本英樹さん
■内　容　誰でも楽しめる様々な外国製のボード
　　　　　ゲーム・カードゲーム等で遊びます。
■参加費　無料
■対象者　誰でも参加できます
■申込み　必要ありません。直接会場にお越し下
　　　　　さい。
■問合せ　NPO法人お助けネット
　　　　　☎82－3926

　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、家庭で役立つ事故防止
策を学びます。
■場　所　いきいき４♥６　交流センター
　　　　　（白老町東町４－６－７）
■と　き　11月７日（木）
　　　　　18時～19時30分
■参加費　無料
■講　師　白老町消防本部予防課担当職員
■内　容　火災予防・地震対策・転倒予防・
　　　　　救急搬送の事例から事故防止を考
　　　　　える・他

■〆　切　11月５日㈫
■その他　申し込み、
　　お問合せは下記の
　　連絡先までお願い
　　します。

福祉セミナーのご案内
「高齢者を家庭内事故から守る！」

子育てサロン
「ゲームで遊ぼう！」

弔慰寄付

物品預託
リサイクル預託

子育てサロン
「ゲームで遊ぼう！」

福祉セミナーのご案内
「高齢者を家庭内事故から守る！」

同じ職種で短時間勤務の臨時職員（時給925円～）も併せて募集しております。
勤務時間や勤務日程等のご相談については下記お問合せ先までお気軽にお問合せ下さい。

社協正規職員募集!!

（8） 令和元年10月1日　第146号 http://shiraoi-syakyo.com/ほほえみ

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


