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【お問合せ先】
　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
　　　　　　　　いきいき４♡６内
　TEL:0144-82-6306
　FAX:0144-82-6308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。

白老町社会福祉協議会だより

第15回カレンダーリサイクル市を1月6日（木）、1月7日（金）にいきいき４
♡６ロビーで開催しました。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から完
全予約制で実施しましたが、大勢の方にご来場頂き、募金額は151,557円
となりました。これらはボランティアセンターの活動資金として有効に使
わせて頂きます。ご協力頂いた皆様、ありがとうございました。

令和４年

第１５６号
年４回発行

５月

カレンダーリサイクル市、盛況のうちに終了！



　白老町社会福祉協議会は、この度創立７０周年を迎えました。このことはひとえに町民
の皆さまを始め、関係機関、関係者のご支援、ご協力の賜物であり、深く敬意を表すると
ともに、心から感謝申し上げます。
　さて、この70年の間に、社会福祉を取り巻く環境は大きく変化してまいりました。少子
高齢化に加えて昨今のコロナウイルスの流行などによって社会の姿は大きく変わり、子供
の虐待、貧困、高齢者の孤立などの社会問題が深刻化しています。このような社会情勢の
中でも、町民だれもが安心して生活できる地域社会を実現するため、役職員一丸となって
新しい時代に即応した社協を作ることに力を尽くす所存ですが、関係皆様方のご協力なく
しては、地域福祉の充実・発展を成し遂げることは困難でございます。引き続き、皆様方の
変わらぬご支援とご協力を心からお願い申し上げ、創立70周年のご挨拶といたします。

　令和３年度社会福祉功労者表彰式を3月2８日(月)に開催する予定でしたが、昨年度に引き続き
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、中止の決断を致しました。会長表彰・会長感謝対象の方
には当会より賞状と記念品をお送りしました。受賞された方は下記のとおりです。 

白老町社会福祉協議会社会福祉功労者表彰式

白老町社会福祉協議会
　　　　創立70周年にあたって

山　﨑　宏　一

社会福祉法人 白老町社会福祉協議会
会長
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社会福祉協議会会長表彰（19名・1団体 順不同）

　梅野　政行 様　荻田　節子 様　成田　光義 様　佐藤　芳子 様　長澤　昭子 様
　小林　紀子 様　中村多香子 様　岡田　悦子 様　坂井　光江 様　菊地いつ江 様
　小林　　實 様　北平　達江 様　藤田　則子 様　髙橋　智子 様　吉田　　修 様
　一間　新平 様　中道　康元 様　尾美　　香 様　井村　洋子 様　
　白老町婦人ボランティアグループ

社会福祉協議会会長感謝（２名・順不同）

　中村　政徳 様　伊藤　幸子 様



「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り組みます（主な事業を抜粋）

●各種サロンの開催
●小地域ネットワーク活動事業
●介護職員養成研修 
　（介護入門的・生活援助従事者・介護職員初任者）
●町内会などへのトラックやテントの貸出
●車いすなどの福祉機器の貸出
●福祉活動の啓発活動
●資金貸付の相談
●低所得世帯児童へのランドセル贈呈
●福祉活動団体に対する支援
●白寿を迎えた方への記念品贈呈
●高齢者クラブ連合会への支援
●白老町認知症の人と家族などの会への支援
●ボランティア活動団体のスタートアップ支援事業
●災害ボランティアセンターの運営
●日常生活自立支援事業（新規事業）
●町内会連合会の活動推進事業

●ボランティア体験学習
●ボランティア出前講座
●カレンダーリサイクル市
●リサイクル収集物品及び物品預託の受付 
●町民防災講座

●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 

●障がい者世帯へのホームヘルパー派遣 

●福祉有償運送事業 

●ケアプランの作成 
●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 

●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 
●生活支援コーディネーターの受託
●介護講習会の実施
●配食サービスの受託

法人運営事業
ボランティアセンター事業

通所介護事業
居宅介護事業

訪問介護事業

福祉移送サービス事業

居宅介護支援事業

受託事業

《令和４年度白老町社会福祉協議会予算》

《在宅福祉事業》

《地域福祉事業》

（単位：千円）

区　　　　　　分 今年度
当初予算額

昨年度
当初予算額

対前年度比較
増減額 増減率

地
域
福
祉
事

業
拠
点
区
分

法人運営事業 44,428 40,411 4,017 9.9％
ボランティアセンター事業 263 261 2 0.8％
受託事業 19,842 16,354 3,488 21.3％

在
宅
福
祉
事
業

拠
点
区
分

通所介護事業 66,646 72,990 △6,344 △8.7％
訪問介護事業 16,151 14,573 1,578 10.8％
居宅介護事業 3,432 4,297 △865 △20.1％
福祉移送サービス事業 1,088 822 266 32.4％
居宅介護支援事業 14,232 14,830 △598 △4.0％
合　　　　　　計 166,082 164,538 1,544 0.9％

<サロン事業>

『 L I N Eはじめて講座』
                      の様子
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 サマーチャレンジボランティア体験学習

 町民防災講座

 ミナボラ～ボランティア入門基礎講座～  

 カレンダーリサイクル市

 高齢者クラブチャリティ演芸会参加

令和４年度
ボランティアセンター活動計画

ボランティアセンター情報

感染症拡大防止の為、中止または延期する場合がございます。 白老町社協では、町内会やグループ活動、
各種イベント等でご利用いただける出前
講座を実施しております。無料でご利用
いただけますので、興味のある講座があれ
ばお気軽にご連絡下さい。

・社協や共同募金の活動について
・介護保険制度について 
・ボランティア活動について
・ふまねっと運動体験 
・ L I N E はじめて講座  など

　この他にもさまざまなメニューを用意
しております！お問い合わせ下さい。

　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。

ボランティア体験を行い、ボランティア活動の輪を広げます。  

災害弱者への理解と防災意識を高めることを目指します。  

ボランティアに関わるきっかけ作りの場を提供します。  

カレンダー等をご提供いただき、募金形式でお渡しします。  

活動中、熱中症になり
通院した。

演芸会に参加し、演芸ボランティアの啓発活動を行います。  

加入できる方
保 険 料
補 償 期 間

白老町ボランティアセンターに登録の個人ボランティア、団体
350円～710円(内容による) 
受付完了から令和５年３月31日午後12時まで  

７月

12月

1月

調整中

出前講座をご活用下さい！ 

■ 出前講座のメニュー例 ■

主な例ボランティア
活動保険
～ご案内～

　白老町社協では、広報活動にかかる財源確保
と地域住民への幅広い情報提供を図るため、
「広報ほほえみ」に掲載する有料広告を募集し
ます。皆様のご応募をお待ちしております。お
問合せは下記お問合せ先まで。

“かのんの会”が行っている『こころの無料相談室』が
今年も開催されます。「自分の気持ちを話したい…。」
という方はぜひご参加下さい。  

１枠…サイズ縦4cm×横8.5ｃｍ ※色は黒一色刷りとなります。 

場　所：しらおい創造空間「蔵」（本町1丁目7-5） 
日　程：４月14日・5月12日・6月16日・7月21日・8月25日・9月22日 
時　間：14時から17時まで
申　込：090-6265-0157まで 

社協広報、有料広告募集中！ 『こころの無料相談室』今年も蔵で開催！ 
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白老町社協では、介護職員養成研修を実施致します。
説明会も行いますので、ご興味のある方はご参加下さい。

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。 

▶内　容　介護未経験者でも介護の基礎知識を学べる研修 
▶対　象　中学卒業以上の方  
▶日　程　6/13～7/15(内通学７日間) 
▶料　金　4,500～9,500円 

▶内　容　生活援助員として就労できるようになる研修 
▶対　象　入門的研修修了生 
▶日　程　7/18～8/30(内通学11日間) 
▶料　金　4,500～9,000円 

▶内　容　介護員としての基礎資格に位置する研修 
▶対　象　生活援助従事者研修修了生  
▶日　程　９/19～12/16(内通学30日間) 
▶料　金　11,500～33,000円 

・全道・広域使途計画助成事業
・町内福祉団体への活動支援事業
・ボランティア体験学習他６事業
・小地域ネットワーク活動推進事業 

３４６,０００円
３４７,０００円

１，０２６,５９９円
５８４,３８６円

▶日　程　５／１３（金） １８：３０～ 
▶会　場　いきいき４・６ １階 「交流センター」 
▶対　象　中学卒業以上の方 
▶申　込　白老町社協または研修公式 L I NEまで 

【研修公式 L I N E】

↑実技研修の様子

【事前説明会】

Step.1 

Step.2 

Step.3 

研修全体の流れについて、事前にご説明いたします。 

介護入門的研修 

生活援助従事者研修

介護職員初任者研修

共同募金助成合計額 2,303,985円 

※他に最大6,500円の助成金制度あり
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赤い羽根共同募金は

2,663,599円 寄せられました

目標額：3,100,000円（達成率：85.9％）

歳末たすけあい募金は

1,011,100円 寄せられました

目標額：1,100,000円（達成率：91.9％）

月額１４５,２００円～１８７,２００円 　年1回昇給あり
賞与年２回支給 交通費規程による支給あり
8:15～17:00　　　　　　　　週５日（月曜～金曜）
普通運転免許
パート勤務も募集しております。

時給９２０円～１，０２０円 　年1回昇給あり
交通費規程による支給あり
8:00～15:00　　　　　　　　週3～５日（応相談）
休日についてはシフトによります。未経験可  

随時採用しております。お気軽にお問合せください。

一般社団法人北海道損害保険代理業協会苫小牧市支部（苫小牧：タオル）、パセオしらおいはぎのコープ会（白老：清拭布）
 カレンダーリサイクル市収益金(白老：151,557円)、有限会社こんや白老店（白老：３,６５７円）、白老町環境衛生セ

ンター（白老：1６２,８７１円）、セイコーマート白老公園通店（白老：５,４９１円）、社会福祉法人白老町社会福祉協議会（白老：２２,７８１円） 

田村文一、天理教竹浦分教会、白老大町第５町内会、竹浦長寿会、安田嘉宏、ＮＰＯ法人ぬくもりの里ふれあい、海の別邸ふる川、トヨタ
カローラ苫小牧㈱しらおい店、白老さくら幼稚園、日本製紙㈱白老工場、白老小鳩保育園、川辺正次、鈴木キワ子、社会福祉法人白老
宏友会生活介護事業所みらいえ、社会福祉法人ホープフロンティア、白老町立白老小学校、三浦怜、天理教北正徳分教会、髙部賢次 

末永永恵様から社会福祉法人天寿会へ

みんなの心つなげる巨大パッチワークの会（白老：３0,000円）、伊藤幸子（社台：100,000円）

デ イ サ ー ビ ス
　 ケ ア ワ ー カ ー
 (介護員・正規職員) 

厨 房 調 理 員
（パート）

－その他－

－その他－

－勤務－

－勤務－

－給与－

－給与－

－時間－

－時間－

－資格－

《職員募集》

《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

指定寄付

愛の小箱募金
物品預託

リサイクル預託

令和３年１２月１日から令和４年３月３１日まで（順不同・敬称略） 

白老ロータリークラブ 3,000円／つぼ八白老店 1,000円／後
藤家具店 1,000円／KINPENCAFE 1,000円／天野ファミ
リーファーム 3,000円／キャプテンモーターサービス 2,000円
／恵和園エルテルハイム 2,000円／白老協和産業㈱ 2,000円
／㈱北海スターチック 2,000円／NKガレージ 5,000円／白
老観光バス㈱ 3,000円／㈱敷島ファーム 5,000円／伊藤自工 
3,000円／禅照寺 10,000円／日鉄鉱業㈱ 5,000円  

ー 令和３年１２月２１日以降に寄せられた募金（敬称略・順不同） ― 

公益財団法人アイヌ民族文化財団 10,381円／ツルハドラッグ
白老店 261円／白老町社協窓口 11,550円／白老町社協デイ
サービスセンター 6,430円／寄付金付き商品 1,680円／寄付
金付きバッジ 141,043円／匿名 15,585円 

一般寄付

その他募金

法 人 募 金

結果報告
～心あたたまるご協力に感謝致します～

晴柀武一（萩野）、坂本昭（萩野）、西邦義（萩野）、千葉勝宏（白老）、佐々木尚英（竹浦）、末永永恵（竹浦）弔慰寄付

発行・お問合せ先
☎82－6306（平日8時30分～17時）

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
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