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室内ゲーム 体が自然に動き出します

いっち笑顔があふれる地域サロン
高齢者閉じこちり予防事業力'ifeH草"l集い・京遊会

干061-0234 石狩郡当別町西町32番地2

(事務局)当別町総合保健福祉センター「ゆとろ」内

TEL 0133-22-2301 FAX 0133-22-0001 

乙の社協だよりは、赤い羽根共同募金の一部でつくられています



2 当別社協だより第129号

お互い思いやりをもって、
支えあい助け合う地域づくり

社会福松法人当別町社会福祉協議会

会長泉亭俊徳

[基本方針〕
福祉教育高齢者疑似体験

少子高齢化の進展によるひとり暮らし高齢者の増加、住民生活の多様化、地域社会

における家族機能やコミュニティ機能の値下などにより、易近な生活環境ち大きく変

化し、住民一人ひとりの抱える生活課題や福祉課題ち複雑化、多様化してきています。

こうした多様化する住民の生活課題や福祉課題を、柔軟にかつ広範囲に受け止め、住民と協働で解決に向け

た仕組みづくりにより、誰ちが安J~\して生活できる地域福祉を推進していく~要があります。

当別町社協は、「第5期地域福祉実践計画」を基本として、地域で暮らす人々と一緒に考え行動し、それぞ

れの役割を担いながら、地域福祉推進の中核的役割を果たせるよう努めてきましだ。

第5期の基本目標は「おEい思いやりをもって、支えあい、助け合う地域づくり」です。この計画を推進する

ためには、町内会・自治会、福祉関係団体、保健医療機関、 NPO法人、行政と連携を強化しながら福祉事業

が地域の中で着実に展開されることで誰ちが安J~\し生活できる「支えあい、聞け合う、福祉のまちづくり」に

つながっていきます。

こうした、住民による支えあい、聞け合う体制を広げるため、ボランティアセンターを中山としたボランティ

ア活動を推進します。

特に、北海道医療大学の学生や団塊世代のボランティア登録の推進を図るとともに、ボランティア聞のネッ

トワークづくりを充実させ、地域とのつながりを深めながらボランティア活動が活発に行える環境づくりに

努めます。

また、昨今の制度的な動きとして、介護保隙制度の改正により「地域支援事業」が見直され、現行の予防給

付のうち訪問介護・通所介護については「地域支援事業」に移行されることとなり、それぞれの市町村の実情

に応じて既寄のサービスに加え、 NPOやボランティアなど地域の多様な主体を活用して高齢者を支えてい

」ノ

く「新しい介護予防・日常生活支援総合事業」がスタートすることになりましだ。

当別町では平成29年度実施に向けサービスの内容や仕組みのあり方について検討し始めているところ 。
です。

当社協としても、これまで進めてきた「地域福祉の推進」からその取組みに寄与できる部分が多く、またす

でにボランティアセンターを運営し広く地域にネットワークを有していることから、生活支援サービスの充実

やコーディネータ一役など積極的に中核的な役割を担っていきだいと考えております。

当別高校除雪ボランティア 福祉まつりふれあい広場
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(単位千円〉

( 

福祉ワークキャンプ 体験学習 ボランティアのつどい

| 主な地域福祉事業 | 
0地域支えあい活動悶成 450千円 0福祉まつりふれあい広場事業 500干円

0 ふれあい ・いきいきサロン事業 400千円 0除雪ボランティア事業 260千円

0ボランァィアセンター事業 2，990千円 0日常生活自立支援事業 120千円

0見守り安I~\センタ一事業 164千円 Ol~\配ごと相談所 48千円

0愛の訪問サービス事業 254千円 0高齢者健康コンクール事業 50千円

0配食サービス事業 4，669千円 0社協だより発行事業 870干円

o ふれあい会食会 254千円 0生活福祉資金貸付事業 175千円

0福祉委員見守り活動事業 203千円 0福祉金庫資金貸付事業 2，276千円

0イベント用資機材貸出事業 360千円 0介護保瞭デイサービスセンター事業 40，176干円

0青少年福祉ワークキャンプ事業 400千円 0介護保隙ホームヘルプサービス事業 33，034千円
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置量百i!Ri買回現.

Q1 デイザービスI~とん怠ところ??

A1 在宅生活を送る上で!色t要なJ~\易機能の維持・向上や孤立感の解消、介護をレている家族の負担軽減を

目的としだ通いの施設です。

Q2 どのようお人が過っているの?

A2 主に65歳以上の要支援1""'要介護5と認定を受

けている方が苅象です。ケアマネージャー等と相談をして、

デイサービスの支援が町1要と認められた方が通っています。

当別町デイサービスセンターには95名

(男性17名、女性78名、平均年齢85.9歳)

の方が通っています。※1巴の定員は27名

Q3 どのよう怠手続きが必要怠の?

A3 ます介護認定の手続きが!0要となります。既に認定を受けている万は、ケアマネージャーの選定をお

勧めします。詳細は下記へお問い合わせ下さい。

当別町デイサービスセンター TEL25-2663 

Q4 デイザーピスで何をじているの?

A4 年代の近い仲間と楽しく会話をしたり、遊びながらおEいに良い刺激をしあっています。簡単な頭の

体操で脳の活性化を図り、 NYT (日常生活に良い体操〉や、各/マの状況に合わせた運動でJ~\身機能の

維持・向上を進めています。

当別町産の食材や季節に合った内容の食事ち楽しみのひとつです。

大きな浴槽でゆったりした雰囲気の中、入浴を楽しめます。車いすの方が安J~\して入浴できる特殊浴

槽ち完備しています。

各種印刷・事務機器・事務用品

骨松岡商事
当別町弥生51-9

エスポアール松岡 1F 

ft 0133-23-3977 

。

。
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iI\-l1ヘルパーステーシヨンか~
美味しく、無駄なく冷凍保存!

畑の野菜作りには、いい季節になってきました。今回は、ヘルパーも活用している

"野菜を無献なくできる冷凍保存"を応用したレシピをと紹介しましょ う。

基本的には、なまのまま切ってから水気を拭き取って冷凍します。冷凍保存には、

チャック式のジッパー袋が便利です。 用途に応じて何種類かの野菜をまとめて冷

凍も可能です。冷凍すると一度、茄でた感じになるので調理時間ち短縮されます。

きのこの冷凍方法

舞茸、しめじ、しいたけ、

えのき等、石づきを取り

バラバラにほぐして

冷凍したきのこを使って
きのこのホイル焼き

冷凍野菜は、なまで食べるサラダやほうれ

ん草、タケノコには、不向きです。これらは、

さっと茄でてから冷凍します。煮込みゃ妙め

ちの等の加熱調理に応用すると良いでしょう。

他の殆どの野菜は、 凍ったまま熱した鍋や

フライパンに入れて昧付けしてください。きゅ

うりは、輪切りで冷凍します。さっと湯をか

けて手で絞ると、しんなりしたきゅうりにな

り酢物やサラダにできます。食感が多少変わ

りますが、食材を腐らせてしまう より経済的

です。 しかし冷凍庫も過信はできないので、

お早めに召し上がりください。
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地元業者に頼んで安心・見積無料

平成14年かう173件の施工実績 匝E董韮彊ヨむ霊園
回;涜at院事故U~・E調
|醐メーカー:シャープ・パナソニツク・三菱他|

帆過な能漏績を求めて
zk閏りのリフォ-6.

|TOTOリモデルクラブ登録庖 | 

§ 大栄建ヱ練式会祉制裁
URし:h口p://www.daieikenko.co.jp/ 

TEL 23-2647 FAX 23-1115 
対雁22-3

車の車検、修理、販売、保険、貸切観光

憲@乙&怠6何宏、Sお気軽(~ ! 
安土曜日も営業しております。

http://www.同kusei-motor.com
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E石狩支庁地区
身体障害者福祉協会当別町分会

会長三浦勇吉

会員同士の日帰り旅行など交流会を行って

います。

年会費 1.500円

E当別町母ミ子寮婦会

会長安達史ミ子

親子旅行、クリスマス会など親子で楽しめ

る行事や研修会等行っています。

E当別町介護者と共に歩む会

会長五十嵐 潔

家族を介護されている万や認知症に対して

の理解をちっていだだくため、施設見学や研

修会、交流会を行っています。

E当別町遺族会

会長館田恵臓

戦争により戦病死され疋方のご遺族関係者

を苅象に戦没者追悼式の開催、北海道護国神

社参拝等行っています。

年会費 2.000円 1.000円

第15回当別町 I赤い羽根・歳末たすけあいj

チャリティーパークコルフ大会
-日時:平成28年6月25日(土)午前8時受付

.場所:あいあい公園パークゴルフ場

.参加費 :600円(チャリティーを含みます)

参加申し込み等詳細については、全戸配布により周知いだします。

問合せ先:当別町共同募金委員会

(社会福祉協議会 TEL22-2301 FAX22-0001) 

五三己壬9':
E酉置回 OO~1 回11111
通 話 料 金無料 のフ リー ダイヤ ル [電話にて申込み下さい]

置箇012-071-3005-a23-3005 

あなたの
腸に、
乳酸菌

32 シロタ株。
札幌ヤクルト販売(株) 札幌市中央区大通西6丁目大通公園ビル

[;i!j 0120一01-8960 (受付 830-1730土日・祝日除く)

。

。
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-~.~】相lli;;.=政4EZ長:ヨ
概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者・夫婦世

帯で食事の支度が困難な方に苅して、自宅まで夕

食をお届けし、食生活の改善及び安否の確認を致

します。

概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に

乳酸菌飲料〈ヤクルト〉の宅配時に声掛けをし、

安否の確認を行います。

・利 用 回 数 週3回以内・利用料 1本20円

-利用日 月曜日~金曜日週5固まで利用できます

・利用料 1食 400円 ‘、一一

、¥

-・・・イパシト同資機材貸出します・・・・
当別町社会福祉協議会では、北海道共同募金会〈赤い羽根共同募金〉の悶成を受け、

町内会等のイベント、 住民同士のコミュニティづくりを推進するためイベント用資機材

を貸出しています。

かき氷機たこ焼き機ポップコーン機わた菓子機 クレープ焼き機焼き鳥機

鉄板焼き機たい焼き機大判焼き機 餅っきセット 着ぐるみ CJ'¥ンダ ・うさぎ〉

石焼いち機 ワイアレスアンプ発電機 コードリール ガスボンベ トランシーバー

プロジェクタ一 行事用テント(4張〉 車いす用スロープ

1台(式) 500円

輪投げ室内用ポーリングスカットボール ストライクボード

lレフ高齢者疑似体験セット車いす 無 ‘ 料

問合せ先

司b

-ー
通院 ・人工透析等リハビリや施設への往復に・・・

お買い物やご旅行に・-

冠婚務祭でのお出かけに・.

※身体鱒害者手帳提示で 1割引しま
事前にご予約ください。

T.1090・8428・4361
Fax 0133・22・2909

当別町社会福祉協議会「ゆとろJ内
電話 22-2301 FAX 22-0001 

44ahh 日曜大工センター センテ イ

司r泉亭産業株式会社
。日用雑貨 ・園芸用品 ・暖房用品

。土木 ・建築資材 ・ガラス ・サッシ

O住まいのリフォーム ・ガレージ建込

とうべつポイントカード会加盟庖です

当別町西町28番地10代表日光(ヘルパー211‘ガイドヘルパー} 当別町樺戸町532-2 TEL 23-2277 
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這蒜ゆ省議持込注減<3，6ヨ昔、、己注~ぬ
善意のご寄{寸ありがとうございました。 日頃より、皆様には社協事業に深いご理解とご協力をいただきI~\よりお

礼を申し上げます。また、この度はI~\のこちった温かいご寄柑をいただき感謝に堪えません。 福祉活動のだめ有

到に使わぜていただきます。大変有難うございました。

今回は、平成28年5月23日までの分を掲載させていただきました。 (敵称略〉

※故人の生前のご厚情を謝し ;・10万円(東裏) 稲村 政光 ;・ タオル61枚・雑巾62枚
3万円 (北栄町)近藤 充:・ 3万円(元町) (故)石栗キヨ子:・布巾13枚・靴下10足
3万円。11 下) 原田瀬都子 ・

:※社会福祉事業に役立てて ・膝働け2枚 当別町こと15iき大学
2万円。11 下) 牧 ー.

3万円 (太美町) 堀内 キクミ:. 3万円 当別町カラオケ連合会 j・タオル55枚・雑巾8枚
・10万円 (東裏)大塚 利明: 会長尾崎 守 JII下老人クラブ

・10万円 (札幌市)大山 衛門 .10万円株式会社弥生さくら館;・座布団10枚 加藤 律子
5万円 (北栄町) 袖山 百合子:

5万円 (弁華別)押野見 慎一・ -雑巾100枚

3万円(末広) (故〉千葉こすゑ・・介護用おむつ等 匿吉尾ミ;:e，hυ久 偽夕、
滝本晴子:国 且周目白 血 t.."5万円。11 下) 藤目 指:・雑巾70枚

. 10万円(緑町) 茂又 武男:・あ、手玉50個 匿 名

当別町デイサービスセンター介護職員募集

職 種①常勤介護職員1名又は、②非常勤介護臓員2名

①常勤介護職員(1名) ②非常勤介護職員(2名)

-勤務日 / 月~金 ・勤務日 / 月~金(月10日程度)

8時30分~17時00分(育休あり) 8時30分~17時00分(育休あり)

-休 日 / 土・日・祝日 ・年末年始(12月31日~1月5日) ・休 日 / 土・日・祝日・年末年始(12月31日~1月5日)

・給与/初年度は日給6.500円 ・給与/日給6.500円

・期間採用日~平成29年3月31日まで(継続あり)

履歴書を下記まで持診、又は郵送して下さい。面接日等につきましては相談させて頂きます。

.問合せ先 干061・0234当別町西町32雷抱2ゆとろ肉 当別町社会福祖協議会 TEし0133・22・2301
当別町デイサービスセンター TEし0133・25・2663

'晶、

ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4・
熊本地震) 開 {当別高根， . . 

::'~ _.' ___，.. _ _. • ---..: ____， \，" ~.1 I生徒、教員、| 作 l 
:災害募金活動をιで削まJす i7at I国際協力 Ir~~; ι i 

f一一一!!J~~~~~~j~ •圃圃・J クラブ I ; 昂 ，j ， I 
募金は共同募金委員会 aEz--E7より募金を十 - fJJil -| 

-• • 

(当別町社会福祉協議会[ゆとろJ)で 司臨.~受けました。j 峰登. I : 
受け付けています。(募金箱設置) 、 ----~~------------~'. 

あなたやご家族の山配ごとについて、!Qj'I要なアドJ"¥
イスをいたします。

また、相談内容により、 専門の相談機関をご紹介

いたします。

開設日 /毎月第4木曜日

時間/午後 1時~午後4時
揚 所/当別町総合保健福祉センター
電話/22-2301

e~~同i~~l同~~毘11'E孟qMlJ・1枠 5，000円(1固)

・発行月 6月、9月、12月、3月

希望される企業、団体は下記まで
当別町社会福祉協議会 電話22-2301

コ

こ〉
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~固園周回全
あ砂記事ポ弓シティア活動
拳加し乞郁彦せんか1

。

9 

編集 :当別町ボランティアセンター

〒061-0223 当別町弥生1091・6
当別町共生型地場福祉ターミナル内

TEL&FAX(0133)22-0400 

ポ弓〉手ィ?活動跡、特別捗活動で陪aii"l審世九。無理穆〈、気負うこと穆く活勘定ま彦i$"，。

「自分に悼と1a.tJ.活動力1出来るAだろう/何か地域0)1c~に活動し1c'¥J惨と、入管れをね思いが遣い手i$"，。

ポ弓〉予ィ?活動に-t伝踏~出i$"ëft手伝いをさ世't:"1cだき審可。

前気軽に、a声をかけて下さい。 当別町ポ弓〉手ィ?台:.-~- ft 22-0400 
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ク固園周回全
編集:当別町ボランティアセンター

〒061-0223 当別町弥生1091・6
当別町共生型地場福祉ターミナル肉

TEL&FAX(0133)22ー0400
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現在30名ぬポ弓〉ティ?さ九に活動い1c1éいZい苦手~1Jt、

豊録が多いl事ど調整志しゃ毒〈、と亡毛~&.I1Jt1cいぬ芭可。

福祉にかかわ叫が@くτ毛、むずかしいこと陪~&.I多量1.. 1

ぜひ『配食さんJ(;)1I仲間に~&.I幸世んか?男性老活躍中 1

怪月 1回(ご都合の良い曜日)/1 5時30分-1時間程度

.. wドライバー』またはお弁当を手渡しする『配食さん』

時間:集い・・・ 9時""14時

準備会・・・ 9時30分""1 1時30分

場所 :当別町総合保健福祉センターゆとろ

拳加賀:茶薫代 100円(昼食陪300円)、

保隙科300円(年 1固)

肉審 : 拳加者とぬ爽涜、前茶・昼食ぬ準備~~

1)___0. 
当別

時間.，集い ・・・ 9時30分""14時30分

準備会・・・ 13時30分""15時00分

場所:jIi当別コミュニ手ィ台〉ター

拳加費 :昼食代陪300円

保験科300円 (年 1固)

肉審 :拳加者とぬ爽;官、抗茶・昼食ぬ準備惨と

万が一に備え乞・・・ポ弓シティア活動保険に加入し参しsう1
ボランティア活動中のさまざまな事故によるケガや損害賠償責任を補償します

0保険料 一人 ・300円 (天災タイプ430円〉 ・450円 〈天災タイプ650円)

O補償期間 加入手続きの翌日から平成29年3月31日まで。
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4曹~4~- *ボランティア登録者数…1，739名女
軍福町古砕許長...~ ボラ〉デイア活動に興味のある方は、当別町ボランティアセンターへ、.. 園田園・"， "岨r (電話 22・0400)までお気軽にご祖談ください!
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