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0赤い羽根共同募金運動がはじまります

0'3'11.あいの集いを開催しました

。若葉町芯~あいサロンの紹介

0第9回ふらの健康忍咋Lあい祭りの開催

0社協の介護保険事業の紹介

。ポランティアの募集

。社協のさまざまな事業の紹介

。寄付のお知らせ
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あなたの募金は、あなたの町ヘ

「赤い羽根共同募金運動」が今年も10月1日から全国一斉にはじまります。

赤い羽根共同募金は、毎年10月1日から12月31日までの期間に、全国各地で一斉に行われる

募金運動で、今年で68回目になります。

富良野市でも10月1日から行なわれる「街頭募金Jを皮切りに、町内会・企業・学校・民生児

童委員・ボランティアの方々をはじめ、多くの市民の皆様のご協力をいただきながら、各種募金

を実施してまいります。

集まりました募金は、自分達の住む地域の福祉活動の他、市内で活動している福祉団体や福祉

施設等に分配したり、災害が起きた際の援助活動にも活用されています。

今年も皆様の温かいご支援をいただき、何卒、赤い羽根共同募金にご協力をいただきますよう

お願いいたします。

州 岡募金募金期間.t
街頭事金 10用 1日～10月 5日

今年の富良野市の目標額は

戸別裏金 10月 1日～10月31日

浩人裏金 11月 1日～11月28目5»l-4~~tJO聞
ご協力お願いいたします

歳末助け合い事金 11用15日～12月15日

!U週四嚇 グ

市内の商店街やスーパー周辺等で街頭｜ごて募金活動をします

町内会を通じて、世帯ゴヒ｜ご募金をお願いします

市内の各企業・会社・事業所｜ご募金をお願いします

市内の各商店等｜ご募金箱を設置して募金をお願いします

市内の各企業等の職場｜ご募金箱を設置して募金をお願いします



．・・・・・・・．

平成26年度第1回自の13＼れあいの集いが

6月5目、 6日と、新富良野プりンスホテルに
て開催いたしました。
5日の開催では、参加高齢者82名、民生委

員21名が参加し、6日の開催では、参加高齢

者87名、民生委員13名が参加しました。当 l
日は、余興として、 ULッピースコッヌlの皆さ
んにスコップ三味線を演奏していただきまし

・．．．．．・

た。参加されたみ怒さんが、素敵な時閣を、 r ......圃－司. 
楽しく、美味しく過ごされていました。 寸 前3ii'1l瞭扇面す』＠潰嚢Ii:合わせて『1円だって～P』

平成26年度第2回目のふれあいの集いは、富良野小学校、扇山小学校、東小学校、樹海

小学校のご協力をいただき開催しております。ア月1日ωに東小学校、ア月4日魁に扇山小学
校、8月28日備に富良野小学校の協力のもと、ふれあいの集いを開催いたしました。

7月1日~の東小学校開催では、参加高齢者30名、民生委員5名の35名が、ア月4日告舗の
扇山小学校開催では、参加高齢者20名、民生委員8名の28名が、8月28日制の富良野小

学校開催では、参加高齢者21名、民生委員12名が参加しました。

高齢者のみなさんと児童のみなさんが昔の遊びゃ昼食を共にすることで楽しく交流する
ことができ、心温まる時聞を過ごすことができました。小学生の可愛らしし、姿が、自然と参

加されたみなさんを笑顔にさせていました。
9月11目的には樹海小学校にてふれあいの集いを開催いたします。
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若葉町ふれあいサロンは、平成22年8月7日に若葉町連合会（3町内〉の支援と、社協

からの適切な指導のもと、先進サロンの運営状況・刻果等を学習し、若葉町会館において、

創立サロンを出席者39名で発足し、 5年目を迎えました。益々、進展する高齢者社会に、

地域社会の交流は疎遠となり、一人暮らし等の高齢者聞の「身近な地域のたまり場」とレて

のサロンの有期性を日頃痛感しています。 「毎月第1土曜日にサロンに参加しよう！ Jを合

言葉に、地域力を高めるため、魅力あるサロンとして、参加しやすい麗境づくりに励み、運

嘗委員会〈スタッフ〉は、費用苅効果〈参加費200円～500円〉を蓄えた企画に力を入れ

ています。現在、参加登録音39名、スタッフ7名と小規模ですので、できる限り家庭的な

雰囲気を保てるよう努力しています。 (4年間の参加者1日平均26名〉

今後の課題とレて、①サロンで外に出る機会をもっと僧やレたい、②健康・医療関係の企

画が少ない、の2点について検討していきたいと考えています。

設立以来、まだ日浅く、少ないスタッフで運営していますので、これからも地域のみなさ

んと協力レて、サロン活動を活性化させたいと考えています。

〈文章：若葉町ふれあいサロン運営委員長黒田耕男様〉

ふるて『也管I)（占冠肘)l－：：情勾吃きまし1三

詐書官や忠信崎三若的被害t亡ああな＼ I上

寸志＇IをLT~：方4~;t;，・2駐左広めまLfミよ

‘ゃ・e々
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平成26年8月31日（日）に「地域福祉センターいちいJにて、第9固，3，らの健鹿ふれあい祭りが開催さ

れました。約1.500人が来揖し、健康コーナーや各種イベントに参加されました．このお祭りは、地
域のみなさんの健康と福祉の向上を目指レて、富良野市と富良野市祉会福祉協議会が主催レ、地域の企

業や社会福祉法人、病院、ボランティア団体等の協力のもと2年！こ1度、開催しています。ご来蝿いた

だいだ皆様、ご協力いただいだ皆樽に健康や福祉について、今一度感じ、蓄えていただける機会となれ

たら幸いです。次回は、再来年の平成28年に開催予定です。みなさんお楽しみに！！
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富良野市社会福祉協議会では、介護を必要とする高齢者や陣がい者の方に対して、各種在宅福祉サービ

スを実施しています。介護保険及び障害者自立支援で認定を受け5れている方が対象で「安心して入浴

したいJ 「家族の休める時聞が欲ししリなどのと要望をザポートいたします。

デイサービスセンターに通っていただき入浴、食事、機能訓練等のサーピ ＇~ ~＼ 
スを提供いたします。デイサービスの送迎車がみなさんの家まで送り迎え 史ス一人j

をいたします。みん砿で一緒に楽しし、時聞を過ごしませんか？ ～λ 

現在、デイサービスセンターでは、タオルの寄贈をお待ちしております。
皆様の温かいご厚意をよろしくお願いし、たします。

高齢者や障がい者の方のお宅にホームヘルjtーが訪問し

－家事援助～買い物、掃除、洗濯等

・身体介護～入浴、排班、遇院介助等のサービスを提供し1たします。

元気で明るいヘルHーが皆さんの家に笑顔でご訪問し1たします。

原誠F季語E主主主ヨ
介護保険の介護サービスを利用するために必要怠介護計画（ケアプラン）を作

成いたします。

祉協の介護支援専門員が介護計画から様々芯サービス内容について相談に応じ、

その方に合った介護計画を作成いたします。

内
γ

社会宿世混入富良野市社会掴祖協鴎会 富良野市住吉町1・28 電話39・2215



皆さんの暮らしの安心をお手伝いします
社会福祉協議会では、下記のような各種貸出事業や支給事業を行なっていまも

ご希望の方はお気軽iごご相談下ざい。

(7) 

[ 権利擁護支援事業 J 
～日常生活自立支掻’策～ ～注入後見・後見制度利用相穣’銭～

．日常生活自立支援事業は、障がいや疾病により福祉サービス利用契約や金銭管理が十分に行えない方へ

以下の3つのサービスを提供いたしま昔、

①福祉サービス等利用援助

福祉サービスについての情報提供や利用手続き、日常生活上の困り事の支援などお手伝いしま曹」

②日常的金銭管理

公共料金の支払いや年金受領の確認、預金からの生活費の払戻し、 ...-... --

悪質な訪問販売被書の見守りなど、日常的なお金の管理をお手伝いします。 ~‘ F二’
③書類等の預かり JI v；供1・@ ．ど F

預金通帳や年金証書など大切な書類を預かりま曹、 vu－.』
4砂法人後見事業は、富良野市社会福祉協議会が法人後見人となり、財産管理や身上監護等の成年後見業務を

行います。また、親族による申立など、成年後見制度利用に関する相畿をお受けしま曹、

【 福~ベッド短期貸し出し事業 J 
高齢・障がい・病気等のため、ベッドが必要になった下記の方に対し介護用のベッドを短期間（3ヵ月）
貸し出し致します．
．一時退院等で短期間ベッドが必要な方
・介護保険でベッドのレンタルを申請中の方
．ベッドを購入予定で納晶までベッドが必要な方
．その他、短期貸出が必要と偲められる方

【 車椅子短期貸し出し事業 】
高齢・障がい・病気等のため、歩行が困難な下配の方に対し、車椅子を短期間（3ヵ月）貸し
出し致します」
・旅行や入退院等で短期貸出が必要な方
・介謹保険で車椅子のレンタルを申請中の方
．車椅子を周入予定で納品まで車椅子が必要な方
・その他、短期貸出が必要と認められる方

【 安全校支給事業｜
歩行が不安定になってきた高齢者の方に対して、安全な歩行と、健康の増進を図っていただく

ため、安全杖を無償で支給いたしま曹、
なお、 2本目以降の支給をご希望さえる場合は、有償(1セット2千円｝でお渡しいたします」

※安全杖支給事業は、赤い羽根共同募金から助成を受けています。

社会福植法人富良野市社会福祉協議会

富良野市住吉町下28 電話 39-2215臨画幽誼画姐
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、司・・・・・・・・・・・・・
E拠活協 篭莞ヂ

~く白方匂のllll温まる曽置が匹た吉のま吉をつくり、ま吉を室えてUま9.
現＠方qからご曹佃をいただきました．皆吉ん由ご陣窟に如し、｝旧から珊く層圏申し上げま曹．

【寄付】 （平成26年6月6目的平成部判月日間 （鵬略｝

氏 名 住 所 金 額 摘贋 丘 名 住 所 金 額 鏑贋

細矢啓子 扇町9-16 30,000 葬儀に際Lて 東犬寺住贈青山照遭
西連布61号地 100,000 葬債に際して

北村ミヨ 扇町ll-12 30,000 

寺島 明 東鳥栖1 50,000 

井下ふみ子 住育町4 53 100,000 

農原チヨ 老節布3525番地 30,000 

名久井昭子 山部東17鯨四番地 50,000 

高岡一 男 麓郷市街地の3 30,000 

五十嵐千恵子 住吉町4-3 30,000 

武田醇子 北の障町24-3 30,000 

安立幸三 山部南町5-19 20,000 

古田成雄 北の峰町'9-12 100,000 

枇葉久司 栄町4 I 50,000 

千目先彦 春日町1-17 50,000 

蔭川一雄 錦町13-39 30,000 

大野芙久子 若松町8-19 30,000 

田村 仁 緑町15-33 30,000 

藤揮栄子 東町6-13 30,000 

中島 春代 瑞麓町7-24 20,000 

里 博 山部東15緯10 50,000 

林 信子 東烏摺l 30,000 

西田裕信 証別市雄椴削翻9 10,000 

鈴 木幹夫 中布礼別 30,000 

橋 本輝雄 緑町16-18 30,000 

【寄闇】
民 名 住 所 鞠 品

司噛曜子 思町L)-[:J シャアーチx.'f'一也

事II 責 東町5 ~J タオ 1レ

来民タ y子 生き子町五一Yヨ タオ 1レ

場§ 諸子 有様町5-L シレバーカ一也

烏園沼の小子学寮校 東畠膏l ペットボトルキャップ
19.0Skg 

丸lJ 覧子 有葎llJL 5 タオ 1レ

体 一美 東市凡剖 タ~ ＇レ

市民宿皆様へ

年申しる ましすま；届り.etl事持
)J t! ~1持

主所 いせつーて

まてて易量

外 のただ香返しり 怠

意ち 貌 きま堪えな

岡 芳志社えでご御に

" 
東大寺護措一同

" 酒井大作 江別市見晴台70番地3 30,000 ’E 

" 佐古喜代志 山部北町5 3 30,000 ,, 
,, 野口裕子 山部中町3-19 30,000 ,, 
,, 山本富子 住吉町4-46 30,000 ,, 

" 牛久保恵子 春日町15-5 30,000 ,, 

" 容川政勝 東町18-20 10,000 社会福祉に

" 岸本正通 加I附蹴17蜘丁目2-18 30,000 葬儀1こ際Lて

" 松野利明 老節布4985番地 30,000 " 
" 高橋圃利 西違布1526番地 30,000 ’E 

" 大野雅昭 東町II 5 80,000 ,, 
,, 吉田 カ 山部東13鯨昭番地 100,000 ’F 

II 大谷喜彦 扇町9-5 30,000 ,, 
,, 青山雅弘 東町21-29 30,000 ,, 

" 諏訪問英雄 老節布3372番地 30,000 ,, 

" 松浦シズ 山部西18組19番地 50,000 ,, 

" 畠山安子 山部西町2-3 30,000 " 
" 垣脇千絵 朝日町9-6 30,000 ，， 
,, 山下 靖 西扇山l 30,000 ,, 
,, 神部敏明 緑町12-31 50,000 ,, 
II 千葉弘子 薗郷市街5 100,000 ,, 
,, 械宝庸子 新宮町3-116 200,000 ,, 

摘要 民 名 住 所 相 晶 摘要

比金司並こ • a .lJ事fl町Z-3L コD強 置費介夏こ

重野介重こ 審車 ~子 百~i町a55 太禍也 住告昔止と

世会冒並こ 自2字千5ま 千葉県柏市松葉町 華麗ぺy~ ., 
I 19 13 204 

ザ 富山良部野中学市校立 b郭f~ 町12-3 ペットボトルキャップ
ザ

114kg 

’E 賓買 建子 稿臨町a-u まと9パyF也 置者介蔓こ

置費介車こ 旭富川良信野用支金店庫 ヨ7)ij町LJ 2 
ペットボトルキャップ

住金百肱こ25kg 

>1 神諸説現 量町lヨ－31 震設ヲパ'J~他

市民の協力と善意で組織されている社協では、福祉はがきを

軍備しております．

福祉はがきは故人の意思または喪主、施主などの家醸の意思

で利用できます．
利用にあたっては、葬儀屋さんか印刷所にご相融下さい．

原則として寄付行為のある方のはがき印刷代は社協で負担いた

します．

発 行 者

社会福祉法人 富良野市社会福祉協議会
富良野市住吉町1書28・号地域福祉センター『いちい」肉

839-2215 

「，5，らの社協だよりJは赤い羽根共同募金の
配分を受けて発行されています。 9・
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