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北のまちから あったかハート

この社協だよりは共同募金（配分金）の一部で作成しました。
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ほっとちゃんほっとちゃん

　社会福祉協議会では、地域の細かい福祉問題を取り上げ、保健、

福祉関係機関、団体と連携をとり、町民相互の協力活動で解決し

ようとする民間団体です。在宅福祉サービスやボランティア活動

の推進、高齢者、障害者、母子等全町民を対象に地域福祉活動を

行っています。

広尾町老人クラブ連合会女性部施設慰問及び古布寄贈の様子
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赤い羽根共同募金結果報告赤い羽根共同募金結果報告赤い羽根共同募金結果報告
～共同募金へのご協力をいただき、大変ありがとうございました～

　本年度の赤い羽根募金運動は、町民の皆様のご理解とご協力に支えられ、２,068,470円の募金金額となり

ました。募金実績報告とともに下記の通り配分計画を策定致しました。町民の皆様のご協力に深く感謝申し

上げ、ここにその募金結果をご報告いたします。赤い羽根共同募金へご協力いただき、ありがとうございま

した。

※募金実績内訳

戸別募金

（各町内会）

974,535円
期間：10月１日～10月31日

街頭募金

（有人９回、無人13箇所）

98,435円
期間：10月１日～10月31日

大口募金

（法人・商店・個人）

995,500円
期間：11月１日～11月30日

赤い羽根募金実績
2,068,470円

　本年度皆様から寄せられた募金は、北海道共同募金会へ全額送金いたします。そして翌年度に道内の社会

福祉協議会を始め、各福祉施設、身体の不自由な方の送迎車輌購入助成など色々なところで活用されます。

本年度実績による平成26年度の配分は次の通り決定いたしました。

・ 社会福祉協議会事業費補助　　　　　　　　　　　　　　　 １，５０４，４７０円
　（ボランティアの育成、 高齢者や町民を対象とした事業　など）

・ 共同募金委員会運営補助　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １９０，０００円
（募金封筒、 ＰＲ費、 資材購入　など）

・ 全道的な配分として　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３５６，０００円
（福祉施設整備事業、 福祉車輌購入事業、 社会貢献活動　など）

・ 共同募金会十勝支庁支会運営事務費　　　　　　　　　　　　１８，０００円
（郵送料、 事務消耗品代　など）

　※人件費や謝礼 ・報酬等には使用されません。
　　全額地域の社会福祉の向上のために使用されています。

共同募金に関してもっと詳しく知りたい方は下記ホームページをご利用ください。

☆共同募金会　　　　　　　　　　　　　　http://www.akaihane.or.jp

☆北海道共同募金会　　　　　　　　　　　http://www.akaihane-hokkaido.jp

☆赤い羽根データベース「はねっと」　　　http://hanett.akaihane.or.jp/sys/frame.asp
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歳末たすけあい募金歳末たすけあい募金歳末たすけあい募金
期間：12月１日～12月31日

　皆様からお寄せいただきました歳末たすけあい募金につきまして、昨年12月20日に配分委員会を開催

し配分金額、配分対象者・世帯を決定いたしました。そして12月25日に共同募金委員会宮脇昭道会長、

社会福祉協議会軍司勝裕会長、藤井数夫副会長の３名にて配分決定した各個人・世帯へ皆さんの善意と

してお届けいたしました。

　歳末たすけあい募金結果については下記の通りとなりましたので、ご報告いたします。

◆歳末たすけあい募金実績◆

収　　　　　　　入

本 年 度 募 金 実 績 １，１４８，２５８円

前 年 度 繰 越 金 ９８，８７９円

　 合 計 金 額 　 １，２４７，１３７円

支　　　　　　　出

募 金 経 費 １０４，７９３円

配 分 決 定 額 ８８１，０００円

　 合 計 金 額 　 ９８５，７９３円

翌 年 度 繰 越 金 ２６１，３４４円

□配分内訳□

・町内要保護世帯　85世帯　 881,000円

（生活保護受給世帯を除く）

※歳末配分委員会で本年度の配分内訳を検討した

結果、町内要保護世帯に重点をおき見舞金を配

分することと決定し、上記の通り配分致しまし

た。

開設日時：月曜日～金曜日（祝日及び12月31日～１月５日は除く）　１０：００～１６：００

開設場所：広尾町デイサービスセンター内　広尾町社会福祉協議会

　　　　　広尾町公園通南４丁目１番地　電話　２－４１１０

　　　　　電話、面談にての相談、その他ご希望によりご相談をお受けします。（秘密厳守）

相　談 員：広尾町社会福祉協議会事務局長、他社協職員

内　　容：福祉や介護・日常生活についての相談、悩み事。

※必要な場合は、専門機関を探したりご紹介したりしながら、相談者の方と一緒に問題を解決していきます。

心配ごと相談所開設中

　社会福祉協議会では広尾高校ボランティア部の協

力により毎月広報及び議会だよりの朗読テープを作

成しております。目が不自由な方を対象として朗読

テープの貸し出しを行っています。利用してみたい

方や詳しい内容を知りたい方は社会福祉協議会まで

お問い合わせください。

広報朗読テープの貸し出しについて

　社会福祉協議会では行事用テント（大５張り、小２

張り）、綿あめの機械（１台）、ポップコーンの機械（１

台）の短期間の貸出を行っています。町内行事や団体

の活動で使用したい場合は社会福祉協議会までご相

談ください。尚、数に限りありますので事前に社会福

祉協議会２－４１１０までお問い合わせください。

行事用備品貸し出しについて
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社会福祉協議会事業のご紹介社会福祉協議会事業のご紹介
○介護職員初任者研修

　昨年12月２日から14名の受講生が参加し130時間の講習

や実習を終えて２月24日に修了式を行いました。

○北海道社会福祉大会

　平成25年９月５日に標記大会が中標津町で行われました。

　北海道知事表彰を始め俳優の高橋元太郎氏による「うっ

かり八兵衛の『元気』になる話」と題した講演が行われ、

全道各地から約1,000名の参加者がありました。

○高齢者スポーツ大会

　平成25年10月29日・第41回高齢者スポーツ大会を町高齢

者健康増進センターで行いました。当日は朝から晴天に

恵まれた事もあって約190名が参加しました。

　広尾・丸山両保育所園児による遊戯やお年寄りとの玉入

れ合戦等、たくさんの種目を楽しんでいました。昼食は

例年民生委員さんによる手作りの豚汁が振る舞われ大会

参加者はみな舌鼓をうっていました。

○独居老人クリスマスの集い

　平成25年12月７日に町老人福祉センターで70歳以上の方

を対象にとして行われました。当日は大正琴 琴優会・

ヨサコイ演舞 十勝港ソーラン部・民舞 木の実会による

演奏や舞踊等の余興を楽しみ、ボランティアグループ手

作りの昼食やお土産等大変喜んで頂きました。

○福祉まつり

　平成25年９月８日に第21回福祉まつりが開催されました。

当日はボランティア、来場者合わせ約800名の方が会場

へ足を運んでくださり、幼稚園児によるオープニングセ

レモニーや各老人クラブ会員による芸能発表、縁日コー

ナー、健康チェックコーナー、ものまね芸人君小路あや

まろ氏によるスペシャルステージ等大盛況に終える事が

できました。
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デイサービスセンターだより

なごやかサロン開催中
　毎月第３土曜日に広尾町生活支援ハウスなごみで、なごやかサロンを開催しています。参加者も順調に増

え毎回30名を超える人たちが集まり、わいわい楽しく活動をしています。町内に住んでいる方ならどなたで

も参加できますので、お１人でも気軽に、またお友達を誘って１度参加してみてはどうでしょうか？

　○開催日時：平成26年３月15日　土曜日　　13：30～15：30

　○開催場所：広尾町生活支援ハウス「なごみ」（丸山保育所裏）

　　　　　　　　住所　広尾町公園通南４丁目１／電話２－０７５３

　○参加費：当日お茶代として100円いただきます。

　○内容：集まった人たちでお話や手芸、ゲーム、クラフト、季節行事など

○なごやかサロンに対する問い合わせ先○

なごやかサロンについて不明な点がありましたら気軽にお問い合わせください。

広尾町社会福祉協議会　電話２－４１１０番／広尾町生活支援ハウス「なごみ」

12 月の誕生会にたくさんの演芸ボランティアさんにきていただきました

●まこと会様（日舞）

●琴優会すみれ様（大正琴）

●ダ・カーポ様（大正琴）

●ポリアフ様（フラダンス）

●木の実会様（民舞）

●たんぽぽの会様（踊り）

●リップリングウェーブ様

　（コーラス）

ありがとうございます

スタッフもハンドベルで頑張りました！



第 61 号　発行：平成 26 年３月

（ 6 ）

十勝地区身体障害者福祉協会広尾町分会より
会員募集のお知らせ

　ついこの間新年を迎えたと思っておりましたらもう２月を終えようとしております。朝

晩を中心に冷え込む日々が続いておりますが、風邪などひかぬよう皆様気を付けてお過ご

し下さい。

　先ず年間行事のご案内をさせていただきます。

　　①分会総会（たんぽぽ会館で行います。）

　　②会員親睦パークゴルフ大会（駅前 PG 場） ＊参加費有

　　③十勝地区スポーツ大会（毎年当番町村主催で行います。）

　　④会員移動研修会（毎年行先を変えて実施。）＊参加費有

　　⑤新年交礼会（たんぽぽ会館で行います。）

　次に分会に加入するにあたり年会費が必要となりますので合わせてご案内致します。

　　○身障手帳をお持ちの方　　2,000円

　　○ご家族の方　　　　　　　1,000円

　　　＊ご家族の方の入会は任意です。

　会費徴収につきましては、地区ごとの担当役員がお伺い致します。

　高齢化により退会される会員が増えた事もあり徐々に会員数は減少傾向にあります。

　長年分会として活動して参りました。この先も継続できますよう新規加入の方をお待ち

いたしております。もっと詳しい話を聞いてみたい！とお思いの方は事務局までご連絡下

さい。

TEL01558－2－4110

　　　　　　　　　　移動研修会ではのんびりお風呂につかり

　　　　　　　　　　日頃の疲れを取りましょう。

　　　　　　　　　　会員同士の懇親も深まりますよ。

　　　　　　　　　　スポーツ大会では出場する人・応援する人が一つになり

　　　　　　　　　　疲れるけれど楽しい時間が過ごせます。
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生活福祉資金貸付制度をご存知ですか？

　高校・専門学校・大学進学を控え、金銭的な事情で進学を諦めなければならない方々へ、

必要経費を算出し貸付をする制度です。進学にあたり悩んでいる方に知っていただきたい

制度でもあります。

　この修学資金制度の他にも更生資金・福祉資金・住宅資金などもあります。

　貸付制度は、地区の民生委員を通じ必要な相談援助を行う事によって、その世帯の経済

的な自立と生活意欲の助長促進など安定した生活が送れるようにする事を目的とした制度

です。

＊お問い合わせ先：広尾町社会福祉協議会　TEL 01558－2－4110

☆企業・会社・事業所・ご家庭の依頼主の方々へ

　　草刈、剪定、屋内外清掃等依頼したい作業がありましたら、広尾町高齢者事業団まで

お申込み下さい。働いている方々は高齢ではありますが知識と経験と技術を生かし、

社会活動の一環に貢献しております。

☆主な仕事の内容

　　家周りの草刈り、草取り、剪定作業、畑おこし、物置の片付け、清掃作業、作業補助、

除雪（屋根の雪下しは除きます）、廃棄物処理等あらゆる分野の作業をしています。

　　尚仕事の内容によっては出来ない作業もありますのでお問い合わせ下さい。

☆作業のながれ

　　仕事の依頼→仕事の内容、規模により人員等を決めます→作業日設定→作業→請求費

用がどのくらいかかるのか知りたい方にはあらかじめ経費の見積りをしています。

＊仕事のお申込みは広尾町社会福祉協議会内　広尾町高齢者事業団まで！！

　尚、事業団では登録会員を随時募集しておりますので、仲間と一緒に楽しく働き、自分

の生きがい作りと健康の為に働いてみませんか？

　賃金等の労働条件については下記問い合わせ先まで連絡下さい。

TEL 01558－2－4110

広尾町高齢者事業団からのお知らせ
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あたたかい善意ありがとうございますあたたかい善意ありがとうございます
社会福祉協議会ボランティアセンターへ

※団体指定寄附金

丸山カラオケ同好会　　　　　　　　　　　10,000円

ダンス愛好会　　　　　　　　　　　　　　 5,000円

（歳末たすけ合いへ）

※社会福祉事業寄附金

野の花会　　　　　　　　　　　　　　　　10,000円

（以上社会福祉協議会へ）

※物品預託

広尾町漁業協同組合定置部会　　広輝（秋サケ）３尾

（以上福祉まつりへ）

匿　　名　　　　　　　　　　おむつ・タオル類多数

茂寄もみじ老人クラブ　　　　　　　　　　古布多数

匿　　名　　　　　　　　　　　　　　　　洗剤１個

北海道コカコーラボトリング　　　　清涼飲料水６箱

琴優会　　　　　　　　　　　　　箱ティッシュ60個

並木高砂会　　　　　　　　　　　古布・タオル多数

たんぽぽの会　　　　　　　　　　　　　　古布多数

（以上デイサービスへ）

平成25年８月１日～平成26年１月31日迄の期間、社会福祉協議会へ寄附していただいた方を掲載しています。

　広尾町社会福祉協議会では皆様の善意により、幅広い福祉活動に取り組んでおります。お寄せいた

だく寄附金は身近な福祉に役立てられます。結婚、出産、全快祝い、会社の創立記念、喜寿・米寿等

のお祝い、並びに葬儀等の香典返しにかえて、社会福祉のために是非ご協力ください。

※ご寄附は、所得控除の対象となります。ご協力いただける方は、広尾町福祉協議会までご連絡お願

いします。

あなたの善意を地域の社会福祉のために…

■□■ 案　内　図 ■□■

１．サンタ薬局
２．広尾町国保病院
３．広尾町健康管理センター
４．広尾町老人ホーム「かもめ」
５．広尾町特別養護老人ホーム
　　「つつじ苑」

６．広尾町生活支援ハウス「なごみ」
７．広尾丸山保育所
８．帯広保健所広尾支所
９．ひろお幼稚園

社会福祉法人　広尾町社会福祉協議会

〒０８９－２６２２

北海道広尾郡広尾町公園通南４丁目１番地

広尾町デイサービスセンター内

ＴＥＬ　０１５５８－２－４１１０

ＦＡＸ　０１５５８－２－４２５８

E-Mail　webadmin@hiroo-syakyo.jp

HP　http://www.geocities.jp/hiroo.syakyo/

通所介護事業所（デイサービス）

ＴＥＬ　０１５５８－９－０６６６

居宅介護支援事業所（ケアプラン作成）

ＴＥＬ　０１５５８－９－０７００

受託運営施設
広尾町高齢者生活支援ハウス「なごみ」
　〒０８９－２６２２

　北海道広尾郡広尾町公園通南４丁目５番地

　　ＴＥＬ　０１５５８－２－０７５３

この社協だよりは共同募金配分金の

一部が使われています。　　　　　


