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９月４日白老町赤十字奉仕団よりマスク200枚
を寄付していただきました。贈呈式には赤十字奉
仕団を代表して小野光子委員長（写真中央）、岡田
悦子副委員長（写真右側）が出席され小野委員長
から「団員一同でマスクを集めましたので町内の福
祉活動にお役立てください。」とご挨拶を頂きまし
た。白老町社会福祉協議会の山﨑会長（写真左）
はマスクを受け取り、「町内で有効に活用させて頂
きます。ありがとうございました。」と謝辞を述べ
ました。

主な内容
共同募金運動について…………p.2
歳末助け合い運動について……p.3
婚活参加者募集について………p.4
社協事業報告……………………p.5
事業案内・職員募集・その他…p.6
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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■ 白老町を良くするしくみ

白老町の皆様から頂いた募金はみなさまの身近なところで活用されています

ふれあいサロン

地域の高齢者や乳幼児とその親、三世代を
対象としてお互いに交流を深め、健康と生き
がいづくりを図る為に開催しています。

町民防災講座

町民自身で災害発生時の行動や対策を考
え、地域連携の重要性と心構えを高める為に
講座を開催しています。

サマーチャレンジボランティア
ボランティアに関心はあるが活動のきっかけがない方々
に、様々なプログラムの中から興味のある分野でのボラン
ティアを体験してもらい、ボランティア活動の普及と福祉
や地域への理解促進を図っています。

令和元年度の共同募金総額 3,233,118円
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２年度事業として下記の通り活用されます。
（以下、順不同）
【町内福祉団体活動支援事業 − 11件】
（順不同）
身体障害者福祉協会白老支部、しらおい障がい者と手をつなぐ会、北海道難病連白老支部、社会
を明るくする運動白老地区推進委員会、登別地区保護司会白老分区、白老小学校青少年赤十字、
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
ねっとくらぶ白老、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（テントウエイト）、住民行事用テント設置事業（１張）

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

☎82−6306
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令和２年度「たすけ愛」
（歳末見舞金）の贈呈について
対

象

者

白老町に居住する者で、令和２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。

歳末見舞贈呈額
１）世帯割
２）人数割

申

請

方

１世帯当り
１人当り

5,000円
1,000円

法

令和２年11月19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）

贈

呈

方

法

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。
※令和３年度以降の「たすけ愛」（歳末見舞金）については募金実績に応じて事業内容が変更となる場
合がありますのでご了承ください。
白老町共同募金委員会では、白老町限定のピンバッジ以外にも募
金にご協力戴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。
（10月３日、４日に白老駅北インフォメーションセンターにて出店しますので是非お越しください！！）

共同募金
の紹介
グッズ募金

◆初音ミク
ピンバッジ

お問合せ先

◆初音ミク クリアファイル

白老町社会福祉協議会

◆ファイターズ
ピンバッジ

平日8時30分〜17時まで

◆北海道デザイン
ピンバッジ

☎82−6306
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今年度２回目の婚活事業を開催します！
赤い羽根共同募金助成事業

オンライン婚活パーティーのご案内
第９回白老町社協×エクシオジャパン

日

時

参加対象

11月15日（日）14時〜15時
町内在住または在勤で結婚意欲のある方
概ね30歳から55歳までの独身男性（就業者）
パソコン、スマホ等でインターネットが出来る方

募集人数
参加費用
申込方法

５名（先着順）
500円
①社協窓口にて直接申込み（平日8:30〜17:00）

申込用QRコード

②右記QRコードよりメール送信で申込み
③社協公式LINEで申込み（LINE ID:@mmy1800x）
※住所、氏名、電話番号、メールアドレス、生年月日、
勤務先をご記入下さい。後日当会より申込完了通知と
参加費支払方法をメールにてお知らせ致します。

申込締切

11月10日（火）

令和２年度 赤い羽根共同募金
活動支援助成金新規団体募集
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・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（ただし、募金総額の範囲内）
〈募集期間〉
令和２年10月１日〜令和２年11月19日までに下記までお問合せ下さい。
（結果については、令和３年１月末の審査委員会で審査し、お知らせ致します。）

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

☎82−6306
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しらおい笑顔まつり
８月１日（土）、２日（日）の２日
間、駅北観光インフォメーションセン
ター周辺でしらおい笑顔まつりを開催
しました。今回はウポポイ開設記念と
いうことで、しらおいポロトミンタ
ラ フェスティバル2020と合同で開催

← 三密を避けて開催

し、コロナウイルス感染症対策も行い
ながら、規模を縮小しての開催となり
ました。福祉団体による各種出店、福
祉ネイリストによるネイル体験、そ
ば・芋煮等の販売などが行われまし
た。来場者の皆様もお祭りを楽しまれ
ている様子でした。

→ 講演会場の様子

社協初のオンライン講座

町民 防 災 講 座

白老町社協主催で行った事業を紹介いたします

ほほえみ （5）

← 福祉ネイル体験の様子

ウポポイ開設記念イベントとして大盛況でした

﹁しらおい笑顔まつり﹂と
﹁町民防災講座﹂を行いました

http://shiraoi-syakyo.com/

８月26日（水）14時から町民防災
講座を開催しました。今回の講座はコ
ロナウイルス感染症対策から、申込さ
れた方のご自宅等でオンラインでご視聴いただく形での開催とな
りました。オンラインでご覧いただくことができない方について

萩野会場の様子→

は、いきいき４♥６、萩野公民館、虎杖浜生活館で人数を制限し
て受講していただきました。
今回は「スマートフォンやパソコン等を使った災害支援」を
テーマに一般財団法人安平町復興ボランティアセンターのセン
ター長、井内聖さんに講演していただきました。参加された方か
らは、「情報化社会と言われて久しいですが、今回の講演を聴い
て情報の受発信がいかに大切かと言うのがわかりました。」等の
ご意見をいただき、無事に講座を終了しました。

白老東高校で出前講 座 を 開 催
８月25日（火）、
出前講座「手話を学ぶ-ろうあ者の生活と手話の基本-」
を行い、聴覚障がい者の生活と手話への理解を深めました。聴覚障がい者
の日常の様子を紹介したり、
基本的な手話講座を行い、
生徒の皆さんは聞こ
えない障害について学ぶ貴重な経験をしていました。

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

☎82−6306
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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！

子育てサロン
ゲームであそぼう！
対
場
講

象
所
師

内

容

申 込
問合せ

小学生、乳幼児と保護者
白老町コミュニティーセンター２階
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
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。
不要
NPO法人お助けネット[☎８２−３９２６]

日

程

11月８日（日）

①小学生……………13時00分〜14時15分
②乳幼児と保護者…14時30分〜15時45分

参加費
無料

《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− 月額140,200円〜182,200円
賞与年２回 年１回昇給あり
交通費別途支給あり
−時間− ①8:15〜17:00
②8:30〜17:15
−勤務− 週５日（月曜〜金曜）
−休日− 土・日曜
−資格− 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
−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− 時給945円〜1,195円
年１回昇給あり
介護福祉士手当
交通費支給あり
−時間− 応相談
−勤務− 週５日（月曜〜金曜）
−休日− 土・日曜
−資格− 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
−採用−

《皆様方の温かい善意に感謝申し上げます》
令和２年６月１日から令和２年８月31日まで（順不同・敬称略）
一般寄付

匿名（2,035円）

弔慰寄付

笠出厚子（石山）、
一戸エミ子（白老）、
川下悟（北吉原）、
山田幸一郎（白老）、
岩泉明雄（社台）

愛の小箱募金
リサイクル預託

イエローグローブ白老（石山6,460円）、
㈱白老造花社（石山9,437円）
ペットボトルキャップ・リングプル・使用済み切手など

北吉原ふれあいプラザ、天理教竹浦分教会、川沿美園会、萩友会、トヨタカローラ苫小牧㈱白老店、白老町立虎
杖小学校、海の別邸ふる川、安田嘉宏、天理教北聖徳分教会、北海道栄高等学校、川辺正次、天理教吉菊分教
会、竹浦ふれあい町内会、田村文一、白老町立白翔中学校生徒会、美園第５町内会、萩野朝霧区町内会、工藤靖
博、千田真一、千田ゆい、千田そうすけ、社会福祉法人白老宏友会生活介護事業所みらいえ、石黒三穂、佐崎拓哉

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

☎82−6306

