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令和２年３月27日に公益財団法人日本財団様より福祉車両を贈呈頂き、車輌贈呈式を
行いました。
社会福祉協議会会長より「白老町内に暮らす全ての人々が豊かに暮らせる地域づくりを
支えるため、有効に活用させていただきます。」と謝辞がありました。
又、白老町社協デイサービスセンター利用者の古俣様は「私たちデイサービス利用者も
大変喜ばしく思っています。乗り心地のいい新車に乗るのを楽しみにしています。ありが
とうございます。」と述べられていました。

……詳細はp.2
令和２年度白老町社協事業計画と予算
……詳細はp.3
社会福祉功労者表彰式報告
……詳細はp.3
介護入門的研修等のご案内
……詳細はp.4〜5
ボランティアセンター情報
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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ඥʴᢃփʙಅ
●
●サロン事業の開催
事業 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
●介護入門的研修の開催（新規）
●生活援助従事者研修の開催
●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
●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
運営支援事業
●無縁物故者慰霊祭の開催

ἮἻὅἘỵỴἍὅἑὊʙಅ

●生活支援コーディネーターの受託（新規）
●介護講習会の実施

ᡫʼᜱʙಅ
●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

ᚧբʼᜱʙಅ
●ホームヘルプサービスの提供
プ
●ホームヘルパーによる通院などの乗降

ܡއʼᜱʙಅ
●障がい者世帯へのホームヘルパー派遣

ᅦᅍᆆᡛἇὊἥἋʙಅ
●福祉有償輸送事業

ܡއʼᜱૅੲʙಅ
●居宅介護支援事業（ケアプラン作成）

źȜȩȳȆǣǢ˳᬴ܖ፼Ż

●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

Ӗᚠʙಅ
●腎臓機能障がい者の通院支援
が
●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

źᛠǈᎥƔƤȜȩȳȆǣǢŻ

《令和２年度白老町社会福祉協議会予算》
地域福祉事
業拠点区分

区

分

在宅福祉事業
拠点区分

法人運営事業
ボランティアセンター事業
受託事業
通所介護事業
訪問介護事業
居宅介護事業
福祉移送サービス事業
居宅介護支援事業
合
計

お問合せ先

今年度
当初予算額
41,154
261
16,644
68,732
16,355
4,079
734
8,512
156,471

白老町社会福祉協議会

昨年度
当初予算額
40,983
211
12,417
76,640
16,423
4,236
935
9,607
161,452

（単位：千円）

対前年度比較
増減額
増減率
171
0.4％
50
23.7％
4,227
34％
△7,908
△10％
△68
△0.4％
△157
△3.7％
△201
△21.5％
△1,095
△11.4％
△4,981
△3.0％

平日8時30分〜17時まで

☎82−6306

http://shiraoi-syakyo.com/
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白老町社会福祉協議会社会福祉功労者表彰式
令和元年度社会福祉功労者表彰式を３月24日（火）に開催する予定でしたが、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止のため中止させていただきました。
会長表彰・会長感謝対象の方には当会より、記念品と賞状を送付しました。
受賞された方は下記のとおりです。
社会福祉協議会会長表彰（１５名・順不同）
成田 節子 様 池野 富枝 様 神戸 美恵子 様 畑垣 武司 様 塚原 光博 様
戸田 克利 様 福田 博亮 様 吉岡 喜代子 様 平間 但 様 山田 嘉子 様
佐藤 昌江 様 岡村 典子 様 小寺 政子 様 舛田 多美子 様 山田 達子 様
社会福祉協議会会長感謝（４名・順不同）
山本 邦子 様 南原 淳司 様 伊藤 幸子 様

どなたでも
す
受けられま

武田

信昭 様

社協で介護を学んでみませんか？

Ⅰ.介護入門的研修資格

就職に強い‼

・目的
・期間

短期間で介護の入門的な知識、
技術を学びます。
令和２年７月１日㈬〜７月27日㈪
概ね 18:30〜20:00
・参加費 9,500円（分割可）

Ⅱ.生活援助従事者研修資格
・目的

入門的研修より一歩進んでお世話をし
たい、福祉の仕事に就きたいといった
方が、基礎的な知識・技術を学びます。
・期間 令和２年８月３日㈪〜９月24日㈭
概ね 18:30〜20:30
・参加費 4,500〜9,000円（分割可）
・参加資格 介護入門的研修修了者

Ⅲ.介護職員初任者研修資格

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
※社会福祉協議会へ６月５日㈮までに申込み下さい。

事前説明会

・目的

介護の仕事を行うための基礎資格です。
介護を行う基礎技術や知識の習得を目指します。
・期間 令和２年10月５日㈪〜12月10日㈭
概ね 18:30〜20:30
・参加費 6,500〜33,000円（分割可）
・参加資格 生活援助従事者研修修了者

5月22日㈮18:30〜
上記会場にて開催

新入職員紹介
４月１日より採用となり
ました。
十文字 優子（じゅうも
んじ ゆうこ）です。
白老町に移り住んで20年
を迎えます。窓口やお電話
でお会いすることがあると
思いますが、これから精一
杯頑張ります。
よろしくお願いします。

お問合せ先

白老町社会福祉協議会

同じく新しく採用となりまし
た。
中野 優（なかの ゆう）で
す。
出身は温泉が有名な登別で
す！初めてのことばかりで緊
張しておりますが、早く仕事を
覚えて白老町の皆様に笑顔をお
届けできるよう頑張りますので、
よろしくお願いします。

平日8時30分〜17時まで

☎82−6306
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白老町ボランティアセンター活動計画

令和２年度
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7月 サマーチャレンジ

町民防災事業

ボランティア体験学習
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。

12月

調整中 ボランティア演芸

・交流会（笑顔まつり）
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
を目的として開催します（町内他
団体との合同開催を検討中）。

災害弱者を支援するため
の知識や災害時の行動を学
び、町民全体の災害弱者へ
の理解と防災意識を高める
ことを目的に開催します。

1月

〜ボランティア入門＆基礎講座〜

カレンダー
リサイクル市

ボランティアを始めてみたいと
思えるような「きっかけづくりの
場」として、誰でも気軽に、楽し
く参加できるような体験型講座を
開催します。

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。

通年

ミナボラ

出前講座

〜メニュー一覧〜

体験と合わせて学習できるものなどもございますので、
気になる講座がありましたらお気軽にお問合せください。

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
その他 ⑫昔の遊び体験 ⑬ふまねっと運動体験

ボランティア
活動保険
〜ご案内〜

※下線が引いてあるメニューは実技が入ります。

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
主な例
★保険料★
基本プラン：３５０円
天災・地震補償プラン：５００円
★補償期間★
令和２年４月１日午前０時〜
活動中、食べた弁当で
ボランティア活動に
令和３年３月31日午後12時まで
ボランティア自身が
向かう途中、交通事故
食中毒になって入院した。

お問合せ先

白老町社会福祉協議会

平日8時30分〜17時まで

にあって亡くなられた。

☎82−6306

http://shiraoi-syakyo.com/

令和2年5月1日

ỖỖảỚ （5）

第148号

リサイクル物品収集のご案内
白老町ボランティアセンターでは、下記の物品を社協事務所前の回収ボックスにて収集しています！
収集された物品は形を変え、様々なかたちで福祉のために役立てられています♪

①ペットボトルキャップ

④使用済み切手

（益金を途上国の子どもにワクチンを寄贈する団体へ） （障がい者が地域で暮らせる支援活動費へ）

②リングブル

⑤書き損じはがき

（車椅子等に変換後、
町内の公共施設・福祉施設へ）

（障がい者が地域で暮らせる支援活動費へ）

③ベルマーク

⑥未使用の学用品

（学校等教育機関の備品整備へ）

（途上国の子どもの基礎教育・母子保健支援へ）

不要物（醤油や酢のフタ、目薬等のプラスチック製品・コーヒー
缶の金属キャップ等）は入れない、ペットボトルキャップは水で
軽くすすぐなど、引き続きご協力よろしくお願いいたします！

カレンダー
リサイクル市
開催報告

毎年好評のカレンダーリサイクル市が１月14日㈫・15日㈬の
２日間にわたり開催され、沢山の来場者で賑わいました。
今年は全国151企業・団体・個人の皆様より、計15,131点のカ
レンダーや手帳等を寄贈していただき、募金形式で販売しました。
総額148,400円の寄付金は、白老町のボランティア事業推進のた
め有益に使わせていただきます。

今年は準備や片付け作業を、ボランティア
センター登録団体・個人、その他一般の方も含め
延べ137名の皆さんにご協力いただきました。
お忙しい所誠にありがとうございました！

ボランティア活動団体
スタートアップ支援事業

令和２年度共同募金
助成が決定しました！！

白老町社会福祉協議会では、
「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
体等を設立し、
地域に根差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。
対象団体

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
支援金額 １団体につき年間３万円を上限
対象経費 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

昨年度皆様よりご協力いただいた赤い羽根
共同募金の助成額が決定しましたので報告
致します。

яϋܾ
・全道・広域使途計画助成事業
２９８,６００円
・町内福祉団体への活動支援事業
４１７,０００円
・ボランティア体験学習他７事業
１,５０４,１１８円
・小地域ネットワーク活動推進事業
４３０,６７２円

яӳᚘ᫇ᴾ
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平日8時30分〜17時まで

☎82−6306
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令和元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

3,233,118円 1,041,700円
ᵐᵎᵐᵎ࠰σӷѪἦὅἢἕἊܦὲ

令和元年12月17日以降に寄せられた募金（順不同・敬称略）
法人募金
日本製紙㈱北海道工場白老事業所 30,000円、伊藤自工 3,000円、禅照時 10,000円、
日鉄鉱業㈱ 5,000円、白老観光バス㈱ 3,000円、㈱敷島ファーム 10,000円、山下牧場
1,000円、NKガレージ 5,000円、富士の湯温泉ホテル 3,000円、民宿 元和や 1,000円、
温泉ホテル 和秀 2,000円、パンとおかしの店 Malcove 1,000円

その他募金
北海道栄高等学校 16,072円、白老町社協デイサービスセンター一同 2,010円、日本
製紙㈱北海道工場白老事業所 18,949円、白老町社会福祉協議会窓口募金 8,225円、
天理教吉菊分教会 10,000円、ツルハドラッグ白老店 1,158円、匿名 2,025円、匿名
1,500円、匿名 500円、山本美津子 10,000円、昨年度期間外募金 66,500円、寄付金
付商品分寄付金 139,610円

毎年、ご好評
の白老町共同
募金ピンバッ
チの2020年度
版デザインが
完成しました。
１つにつき500円で進呈となります。
ご協力よろしくお願いします。

≪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140,200円〜182,200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945円〜1,135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
令和元年12月１日から令和２年３月31日まで（順不同・敬称略）

一般寄付 匿名 2,729円
村上ひとみ（北吉原）、
武田信昭（白老）、
菊地 実（北吉原）、
小松國光（白老）、
長谷川 緑（白老）、
田邊あ
弔慰寄付 横内英子（白老）、
けみ（白老）、
杉本俊一（苫小牧）、
古俣栄子（白老）、
和田孝行（白老）、
二階堂照雄（萩野）

物品預託 パセオしらおいはぎのコープ会（東町：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）
社会福祉法人天寿会（竹浦：12,415円）、
セイコーマート白老公園通店（白老：
愛の小箱募金 環境衛生センター（白老：35,198円）、
14,546円）、
マザーズプラス（白老：20,202円）、
カレンダーリサイクル市収益金（白老：191,700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
海の別邸ふる川、
安田嘉宏、
白老小学校、
北吉原本町５区町内会婦人会、
栄寿会、
アヨロ温泉、
萩野朝霧町内会、
川辺正次、
千田蒼衣、
日本製紙㈱北海
道工場白老事業所、
工藤靖博、
北吉原ふれあいプラザ、
長谷川宝来/宝香、
社会福祉法人宏友会生活介護事業所みらいえ、
髙畠輝彌、
竹浦長寿会、
虎
杖小学校、
株式会社栗林商会、
北海道栄高等学校、
大町第５町内会、
竹浦幌内東町内会、
天理教竹浦分教会

発行・お問合せ先（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

