令和４年

白老町社会福祉協議会だより

10 月
第１５８号
年４回発行

白老町立白老小学校青少年赤十字登録式の様子

赤い羽根共同募金は、様々なボランティア・
福祉団体の活動を応援しています。写真の白
老小学校赤十字奉仕団では、町内福祉・保育
施設への訪問活動や共同募金活動への協力を
することにより、児童ひとりひとりの豊かな
人間性を培う活動を行っています。
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【お問合せ先】

】
赤い羽根共同募金運動について
赤い羽根共同募金グッズ・歳末助け合い運動
赤い羽根共同募金助成先募集・表彰・事業案内
社協事業案内
寄付報告・職員募集など
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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１０月１日、赤い羽根共同募金運動開始！
皆様にご協力頂いた募金は、白老町の福祉のために活用されています。

出前講座実施事業
〜点字・点訳体験〜
（ありがとうメッセージより一部抜粋）

白老東高校点字体験の様子

専門の職員または講師を招き、「福祉の仕事」
や「手話・点字」など様々なテーマについて講
座を実施しています。点字・点訳体験を体験し
た生徒からは、「日常生活では体験できないこ
とが出来て楽しかった。」と大変ご好評いただ
いております。

町内福祉団体助成事業
〜障がい者と手をつなぐ会〜
（ありがとうメッセージより一部抜粋）

新型コロナウイルスの影響により、各種研修会
が実施できない状況でしたが、感染対策を万全
にし、利用者の防災意識の向上を目的に被災し
た障がい者や支援者の人々を題材にした「星に
語りて〜Starry Sky」上映会を実施しました。
とても有意義な研修となりました。

「星に語りて」上映中の様子

〜 令和４年度は以下の事業に助成しました 〜
【町内福祉団体活動支援事業 − 10件】
胆振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員会、登別地区保護司会白老分区、白老町婦人ボランティア
グループ、ヘルム39、白老小学校青少年赤十字、はっぴー♡ふまねっとクラブ白老、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】
広報誌
「ほほえみ」
発行事業、出前講座、
ボランティア体験学習事業、ふれあいサロン実施事業、社会
福祉功労者表彰事業、町内会連合会活動推進事業
【全道広域助成事業 − 3件】
町民防災講座、住民行事用テント設置事業
（2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

https://shiraoi-syakyo.com/

赤い羽根共同募金

令和4年10月1日

グッズ紹介
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共同募金会では、一定額以上の募金を頂
いた方にグッズを進呈しております。
下記にグッズの一部をご紹介致します。
※下記以外にもございますので、事務局
までお問い合わせ下さい。

‼

令和４年度「たすけ愛」歳末見舞金贈呈事業
申請受付開始のご案内
〇対

象

者

〇贈

白老町に居住する者で、R４.10.１現在、下記①〜③のいずれ
かに該当する世帯で、かつ前年度総収入が103万円以下の世帯
（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級又は２級を所持する世帯
②ひとり親世帯
−世帯主が20歳未満の子を扶養しているひとり親世帯
③高齢者世帯
−世帯主が75歳以上の世帯
・見舞金を贈呈する際、本人同意の上白老町へ世帯状況及び、
収入状況等を照会します。
・収入とは、給与収入・年金収入、株、配当金、土地売買収入など
〇

対

象

外

・現在施設に入所または、医療機関に入院されている方や10月1日以
降長期の入所、入院をされる予定の方
・生活保護を受けている方や、子の扶養家族となっている方

お問合せ先

白老町社会福祉協議会

呈

１世帯

額

5,000円

〇申請方法
民生委員の方から申請用紙を受け取り、
必要事項をご記入の上、ご提出下さい。
（提出が難しい場合は、社会福祉協議会
へお問い合わせ下さい。）
提出期限：令和４年11月18日（金）
提出先：地域の民生委員
※役場・出張所では取扱っておりません。

〇贈

呈

日

審査の上、決定し12月下旬に担当の民生
委員を通して贈呈されます。

平日8時30分〜17時まで

☎82−6306
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赤い羽根共同募金
活動支援助成金募集！

https://shiraoi-syakyo.com/

報告

北海道共同募金運動
功労者表彰

白老町共同募金委員会では、現在公的な援助を

共同募金運動に理解を示され、奉仕者として共

ため、活動支援助成金の募集を行います。

されました。

受けていない先進的な住民福祉活動を支援する

同募金運動に長く協力して下さった方々が表彰

＜対象団体＞

新たな活動の実施を検討している
町内の福祉団体・グループ

※公的な援助を受けている場合は対象外

＜対象費用＞

加 藤

久 子 様

高 橋

征 治 様

山 田

和 子 様 《順不同》

白老町では上記の３名が北海道共同募金委員会
から表彰されました。心からお祝いを申し上げ

運営に最低限必要な経費

※飲食、講師謝礼などは対象外

ます。

＜助成金＞

上限２万円

＜募集期間＞

令和４年10月１日〜11月19日

※助成結果は令和４年１月末の審査後に
お知らせします。

案内

温泉に入って、心もからだもリフレッシュしませんか？

認知症の方の介護者リフレッシュ事業

介護をしている人などが、温泉に入りリフレッシュしてもらう事業を開催します。
〈日 時〉令和４年10月24日（月） 10時〜15時
〈内 容〉入浴と懇談

〈定 員〉18名

〈〆 切〉10月18日（火）
〈その他〉当日介護されているご家族のお世話をさせていただきますので、
参加者のほかに介護を行う方がいない場合も遠慮なくお申し出ください。
また、過去に介護されていた方の参加も可能です。

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

https://shiraoi-syakyo.com/
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胆振東部地震の経験から、身の周りの防災について考えてみませんか？

町民防災講座

〈日 時〉令和４年10月14日（金）14:00〜16:00

〈会 場〉白老町総合保健福祉センター（いきいき４♡６）交流センター
〈定 員〉50名

昨年の様子

〈内 容〉講演「災害時に高齢者や障がい者などを地域で支えるために」
〜北海道胆振東部地震の体験を通じて〜

講師 社会福祉法人厚真町社会福祉協議会

厚真町高齢者福祉センター センター長 山野下 誠 氏

募集

募集

ボランティア証明書がもらえる！

秋のボランティア体験

終活の話、聞いてみませんか？

エンディングノートカフェ

〈日 時〉令和４年11月19日（土）13:30〜15:00

〈日 時〉令和４年10月31日（月）14:00〜16:00

〈会 場〉白老町総合保健福祉センター

〈会 場〉白老町総合保健福祉センター

いきいき４♡６ 研修室３・４

いきいき４♡６ 研修室３・４

〈定 員〉16名

〈定 員〉12名

〈内 容〉ペットボトルキャップ、リングプルの仕

〈内 容〉講演とエンディングノート記入体験

分け体験。その後ペットボトルキャップ

講演：
「エンディングノートにふれてみませんか？」

やリングプルの重さ当てゲームを行います。

講師：株式会社アシストライフ
代表取締役 佐藤 美幸 氏

報告

新しい福祉の取組について学びました。

ふくしるカフェ

８月17日（水）、白老町総合保健福祉センターで、制

度外の福祉活動への理解を深める「ふくしるカフェ」
を開催しました。参加者は白老町で活躍しているコ

ミュニティナースや臨床宗教師の話を聞き、その後の
グループワークを通じて福祉活動について学びを深め
ていた様子でした。

お問合せ先

白老町社会福祉協議会

実践報告の様子

平日8時30分〜17時まで

☎82−6306
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認知症啓発活動を行いました。

えがおの花咲く写真展 in 白老

９月は世界アルツハイマー月間です。白老町認知症の人と家族な
どの会では、認知症になっても明るい人生を送れること、温かく
支えてくれる人たちが多くいることなどを知ってもらうため、い
きいき４♡６で写真展を開催しました。写真展には町内の複数の

写真展の様子

グループホームに協力して頂き、過去に撮った写真をご提供頂き展示しました。９月12日から９
月30日まで、多くの町民が足を止めて写真を見ていました。見ていた方は「認知症の人が笑顔で
暮らしていることを知ることが出来てよかった。」と話されていました。

《 職 員 募 集 》 〜社会福祉協議会では一緒に働く仲間を募集しています〜
−給与− 時給920円〜1,020円 年1回昇給あり
交通費規定による支給あり
−時間− 8:00〜15:00 −勤務− 週4〜5日（シフト制で週2日公休日）
−資格− 特に必要ありません

デイサービス
調理員

ホームヘルパー

(通院支援)

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975円〜1,225円 年1回昇給あり
交通費規定による支給あり
−時間− 7:30〜17:00の間の3時間程度 −勤務− 週2〜3日（月曜〜金曜）
−資格− 普通運転免許・初任者研修（ヘルパー2級）以上
−給与− 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
−時間− ①8:15〜17:00 ②8:30〜17:15 −勤務− 週５日（月曜〜金曜）
（ヘルパー2級）
以上
−資格− ①普通運転免許 ②普通運転免許・初任者研修
−その他− パート勤務も募集しておりますのでお気軽にご連絡ください。

《皆様方の温かい善意に感謝申し上げます》
令和４年６月１日から令和４年８月３１日まで（順不同・敬称略）

一般寄付
弔慰寄付
物品預託
愛の小箱募金

上野喜代子（5,000円）、田辺真樹（5,000円）、伊藤克己（100,000円）
鈴木誠士（神奈川県）、白綾広樹（石山）、藤江潤子（白老）、高澤照勝（萩野）、谷川総禄（萩野）
白老町婦人ボランティアグループ
（清拭布2,250枚）
、匿名
（車椅子、ポータブルトイレ）
セイコーマート白老東店
（白老：5,459円）
、スーパーくまがい
（白老：8,250円）
、
イエローグローブ白老店
（石山：10,422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
竹浦長寿会、(株)ルネックスプロテクト札幌支店、日本製紙(株)白老工場すずらん寮、アヨロ温泉、社会福祉法人白老
宏友会、天理教吉菊分教会、天理教竹浦分教会、幌内東町内会、北海道栄高校、田村文一、社会福祉法人ホープフロン
ティア、NPO法人ぬくもりの里ふれあい、竹口初枝、川辺正次、安田嘉広、海の別邸ふる川、川田聖

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

