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妖怪ウォッチは赤い羽銀共l弓募金をめ獲しています.

側 既婚@醐溺haゐ恕@顔摘。

赤い羽根共同募金γcbth
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赤い羽線共同募金にご出力よろ しくお級いいたし ます。 http://www.akaihane.or.jp/
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おかげさまで 70凶年
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この社協だよりは、 赤い羽根共同募金の一部でつくられています
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当別町社会福祉協議会は、地域住民の方々と協働し地域福祉の推進を目指しています。

地域支え合い活動事業

町内会・自治会の地域支えあい活動

に対する支援を推進します。

高齢者等の見守り活動・会食会など、

新たな事業や地域福祉の視点が盛り込

まれた研修会等の事業に助成します。

現在は12町内会・自治会に助成して

います。

配食サービス事業

65歳以上のひとり暮らし高齢者、虚

弱高齢者夫婦世帯で、食事の支度が困

難な世帯に夕食を宅配し、健康の保持

や訪問による安否の確認を行います。

-利用日 月曜日~金曜日

-利用回叡 週5固まで利用できます。

・利用料 1食400円

ふれあい・いきいき
サロン事業

高齢者、障がい者、子育て世帯な

どを対象に仲間づくり、孤独感の解消

や生きがい (参加意欲〉づくりを目的

に実施し、活動費の一部を助成してい

ます。現在12団体が登録

ふれあい会食会

配食サービスの利用者や閉じこもりが

ちな高齢者を苅象に外出の機会を増や

すことを目的に会食会を行います。

(年7回開催〉
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救急医療情報
キットの設置

自宅で具合が悪くなった時、教君、車

を呼ぶなど「もしも」の時に備え、か

かりつけの病院など家族の医療情報

を入れておく「救急医療情報キット」

の設置を全戸に行っています。

事業を開始した

平成23年7月から

20件の活用実績

があったと当別消

防署から報告があ

りました。

とうべつ見守り安心
センター事業

孤立死防止のため、

住民や関係機関、事業

所等の協力をいただ

き、ネットワークによ

る、社会から孤立する

高齢者等の安否確認シ

ステムです。

-現在45事業所・団

体等に協力していただ

いています。

〈当別町、地域包括
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支援センター、介護サービス事業者、

当別交番、当別消防署、新聞の販売

所、郵便局、町内会・自治会等〉

※新聞がたまっている、最近見かけ

ないなど、隣近所等で異変を感じ

たら、社協ヘ連絡する仕組みです。

※事業開始の平成 24年 12月から

51件の通報が社協にありました。

福祉委員による
見守り活動事業

43町内会・自治会に福祉委員を設

置し、ひとり暮らし高齢者への訪問・見

守り活動を行います。

現在、 75名の福祉委員を委嘱してい

ます。

毎年10月は、

見守り訪問強調

月間です。

在宅でのひとり

暮らし高齢者は、

634名です。

〈平成27年10月1日現在〉

愛の訪問サービス事業

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

時に声かけをし、安否の確認を行いま

す。 ご!" • ..~惨

-利用日

週3回以内
.利用料

1本20円

イベント用資機材貸出事業

町内会・自治会等に苅して、行事用

テント、わた菓子機やかき氷機等の

資機材を地域のコミュ二ティづくり

やボランティア活動等の活性化を目

的に貸出しています。
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生活支援事業に....・H ・140，000円

.愛の訪問サービス事業

社会参加事業に…・….550，000円

.高齢者クラブ連合会育成事業

-介護者と共に歩む会育成事業

.身体障がい者の会育成事業

-母子寡婦会育成事業

-ボランティア連絡協議会育成事業

総合福祉事業 に・…1，325，834円

.ボランティアセンター育成事業

-社協広報事業

・福祉まつり事業

-福祉のまちづくり事業

-高齢者健康コンクール事業
.日常生活自立支援事業

-ふれあい ・いきいきサロン事業
.地域支えあい活動助成事業

-・・n~現住圭藷鶴相理，】国冒t・・・
・戸別募金(各44町内会〉・・・・・・・・・・ 2，314，657円

・街頭募金(当別・太美駅、ラルズ、ラルズマート〉

......... .・・・・89，455円

・法人募金(企業43箇所〉・・・・・・・・・・・・・ 373，000円
・募金箱(町内51箇所〉・・・・・・・・・・・・・・・・97，505円

・学校募金(当別小〉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11，703円
・個人・団体募金・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3，886円

・チャリティー募金・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・146，256円

(チャリティーパークゴルフ・チャリティーゴルフ大会等より)

・寄附金ピン/¥'ッチ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・260，500円

北海道の福祉施設、設備事業に……1，181，128円

北海道共同募金会より、次のとおり配分されました。
学童ボランティア活動芭及事業(当別高校)

1 00，000円

第15回チャリティーパークゴルフ大会

今年は、雨天によりプレイはできませんでし
たが、抽選会を開催。

第17回チャリティーコルフ大会

チャリティーホールでは、皆さんから募金を
いただきました。

参加者から多くの葬金が寄せられました。

。

。
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いつまでも元気高齢者
高齢者健康コンクール
8月2日「ゆとろ」に於いて、 80歳以上の高齢者を対

象に「高齢者健康コンクール」審査会を行い17名が合格

いたしましだ。

審査では、江別保健所所長の問診、北海道医療大学歯

学部の歯科横診、町保健師による血圧、尿検査等の14項

目の審査を受け、健康優良者として、 8月23日当別町高

齢者クラブ連合大会の席上に於いて表彰されました。

表彰された方の中には、現役で仕事をされている方も

おり、運動や趣味を持ち社会に関I~\を持つことが健康の

秘訣と話されていましだ。

こんなお悩みを抱えている方、ご相談ください!
|日常生活自立支援事業のご案内 |

-判断能力が十分でないために、適切な福祉サービスを受けることができない、そのような方
のために、福祉サービスの利用手続きや代行、利用料の支払いなどを行い、地域で自立した生
活が送られるように支援するのが日常生活自立支援事業です。

-どんな人が利用できるのか
在宅で暮らしている認知症高齢者、知的障がい、精神障がいのあ
る方で判断能力が十分でない方。

-どんな援助をするのか
1.福祉サービスについての情報提供、助言を します。
2.福祉サービスを利用したいときの利用手続のお手伝いをします。
3.公共料金の支払いや年金の受取の確認など、日常的な金銭管理の

お手伝いをします。
4.福祉サービスについての苦情解決制度を利用する手続についてお Aさん

手伝いします。
5.通帳、印鑑などの保管のお手伝いをします。

.誰がお手伝いをしてくれるのか
当別町社協に登録している「生活支援員」がお手伝いをします0

.利用料

1回(1時間程度)の利用で、利用料金 1， 200円と生活支
援員の交通費実費をいただきます。
(生活保護を受けている方は、公費で補助されるので無料)

問合せ先当別町社会福祉協議会 電話 22-2301

車椅子のままラクラクお出かけ!
介護タクシー

色白、何
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・・・
冠婚葬祭でのお出かけに・・・

※身体侵害者手帳提示で 1割引しま
事前にご予約ください。

Aさん 守いUっしえんいん

生活支j霊員

あなたの
腸に、

蕊 乳酸菌
シロタ株。

Tel090・8428田 4361
Fax 0133・22・2909
当別町西町28番地10代表日光(ヘルパー2録、ガイドヘルパー)

札幌ヤクルト販売(株) 札幌市中央区大通西6丁目大通公園ピル

~01 20-0 1 -8960 (受付 830-1730土日・祝日航 )

5 
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告奇@磁訪同GJ~誠:a~&:昔、、a匂ぬ
善意のご寄目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だだきl[j¥よりお

礼を申し上げます。まだ、この度はl[j¥のこもった温かいご寄柑をいただき感謝に担えません。福祉活動のため有

効に使わせていただきます。大蛮有難うございましだ。

今回は、平成28年8月21日までの分を掲載させてい疋だきました。(敏称略〉

※故人の生前のご厚情を言語し . ※社会福祉事業に役立てて

.10万円 (東裏)稲 柑 政光 ・ .タオル39枚 氏家景子 : ご寄付のお願い

・ 3万円(元町) (故)石栗キヨ子 ・ ・タオル 25枚 藤 山 瑛 子:
-タオル64枚北石狩農業協同組合

当別町社会福祉協議会では、皆

様からのお寄せいただいた善意のご

寄付を福祉事業に活用させていただ

いております。「福祉のまちづくりjの

ため皆様の普A意をお寄せ下さい。

・10万円(東裏)竹田 和雄 j 女性部当副ブロック:

3万円(中小屋)古谷かをり・ ブロック長畑たつみ・

・ 5万円(園生) (故)小林きょ : .3万1千円 当別ライオンズクラブ:

3万円 (元町)荒谷 美悪
会長近藤 進

.3干819円匿名
・10万円(六軒町)上 田 順 一

※社協f霊の小箱j

・20万円(太美町)島田 フミ ・ .6千891円

3万円(蕨岱〉岩 本 俊 一 yショッブみつはし当別居:

「τ蒜芸高正一一|
あなたやご家族のI~\配ごとについて、!必要

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

匝E軍主事ヨ互理
TEL 23-2647 FAX 23-1115 

対雁22-3
車の車検、修理、販売、保険、 貸 切観 光

事Ç)~~怒ら伺宏、Sお気軽に!
女土曜日も営業しております。

http://www-hokusei-motor.com 

五三己壬日コ
|首業時間[:AIIICSiIl!K']I 

--------t 通 話 料金 無料 の フ リーダイヤル [電話にて申込み下さいJ
[ ••• J012-071-3005 曾 23-3005

44ahh 日曜大工センターセンテイ

『司V 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

当別町樺戸町532-2 TEL 23-2277 

各種印刷・事務機器・事務用品

縄)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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ク固田岡田空号
編集:当別町ボランティアセンター

干061-0223 当別町弥生1091・6
当別町共生型地域福祉ターミナル肉

TEL&FAX(0133)22-0400 

夏休おふくしワーワキャンヲ
(8月9日"'10日/ゅに11一号ン・一般祉団法人勾ぷ句~(夕張市))

小中高校生14名と北海道医療大学生10名が、身近な人を支える体験を通して、「困つだときはおEいさま」

で、地域創りがされていることに魅力を感じる!そんな学ひやとあそひ、をふくしワークキャンプで一緒に企画し、

考え、行動し疋2日間は楽しい思い出となりましだ。

1日目は、 ゆにガーデンを会場に当別町の高齢者サロン(ごちゃまぜサロン〉の方々 とワークキャンプメンパ

ーが企画しだゲームで交流。2日目は、障害福祉サービスを中l[j¥にまちづくりを行っている「一般社団法人らぷ

らす(夕張市)Jで障がいを持った方々と職員が高齢者の方々に配食サービ、スを行い、安否の確認をしている活

動を体験させていただきましだ。

みんなで夕食づくり 高齢者宅を訪問し、食事を届けます お届け先の方と一緒に食事

，圃圃圃・・・・・・・・・・園、・ワーヴキャンー2 ・
1!オl'エンテーショシ(8月5日): 

- はじめての揚所、はじめての人つてなんだか • 
. 不安だけれど・・・ • 
. みんなでゲームをしたり、昼食づくりをしだり、 • 
: なんだか楽しくなってきたP • • 
-←スイカ割に挑戦!! • ， 
、圃圃圃圃圃圃・・・・・・・・・
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ク固園周回全
4 

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誼ターミナル内

TEL&FAX(0133)22-0400 

活動風景さまざまな住民活動をご紹介します!

サポートヴ弓τ
"ペごちゃん..c;)r夏祭"1j (8月ゐ日)

毎年恒例!農園レストラン“ペこペこのはたけ"を中I~\に活動

しているグりレープ「サポートクラブ ペこちゃん」による夏祭

り!

今年ち様々な屋台やイベントがたくさんあり、子どちから大

人まで色尽な世代が楽しめる内容になっていました!

地域のイベントを盛り上げようと、ぺこちゃんスタッフ一丸と

なりみんなで頑張りました!!

今回ち異世代間交流ができるそんな素敵なお祭りになった

のではないかと思いまま

ふれあい会食会
r)音楽に触れ"r;(Jfd:う)J(7同15日)

1.1>音楽に触れてみよう.l>Jというタイトルで、オカリナと

マンドリンの演奏を聞きました。優しい音色で懐かしい

由など聴き、ボランティアの方々が作っていただいた食

事ちおいしくいただき、 I~\がほっとする時間を過ごしま

。

しだ。 1， 0 
【配食ボランティア薯集中リ

当別ボランティアセンター
TEL22-0400 
当別町弥生 1091-6地域福祉ターミナル内

※田西会館さん隣

ご都合の良い曜日でOK!月に1度程度の活動でま

地域の男守り活動にご協力ください!

この度、 8月1日より当別町社

会福祉協議会で嘱託職員とし

て、採用になりました高谷司

と申します。当別町のみなさ

んが気持ちよく、楽しくボラ

ンティア活動ができるよう、

微力ではございますが支えになれたらいいなと

思っています。今後ち活動を還して、がんばっ

ていきたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。


