
12 月１日から実施しました歳末たすけあい募金の
総額は 1,155,842 円となりました。皆さまから
寄せられました募金は紋別市からの助成と合わせて、
12月22日㈯に要保護世帯67世帯、在宅で重度の障
がいを持つ方84名、その他約120名にお渡しいたし
ました。なお、北海道コカ・コーラボトリング㈱様から
も約2,500本の清涼飲料をご提供いただき、合わせ
てお渡ししました。

平成 30 年 10 月１日から 12 月 31 日までの
期間、全国一斉に赤い羽根共同募金運動が行わ
れました。募金いただきました皆さま、並びに
募金活動にご協力をいただきました皆さまに心
より感謝申し上げます。

募金の使途につきましては、紋別市共同募金
委員会審査委員会で審査したのち、北海道共同
募金会配分委員会の承認を得て、社会福祉を目
的とした事業を実施する紋別市内の
団体などに助成いたします。

募金内訳表 平成31年１月４日現在

区　　　　分 募　　金　　額

街 頭 募 金 294,240円
各 戸 募 金 1,415,133円
大 口 募 金 756,608円
企 業 募 金 1,049,000円
職 域 募 金 39,973円
その他の募金 90,575円
合 計 3,645,529円

12月22日に見舞金と清涼飲料をお渡ししました。
左から、紋別市長谷川保健福祉部長、紋別市共同募金委員会

伊藤会長、紋別市社会福祉協議会小林副会長

歳末たすけあい募金

赤い羽根共同募金運動

もんべつ №148
平成31年２月1日
編　集

社会福祉法人　　　　
紋別市社会福祉協議会
TEL（0158）23-2350
FAX（0158）26-2299

メール  monbetsu-syakyo@
                    atlas.plala.or.jp
URL  http://mon-syakyo.com 

《お問合わせ先》
紋別市共同募金委員会（紋別市総合福祉センター内）

電話 23−2350



紋別社協では、冬期間に、生活相談が急増し、相談者の中で特に経済
的に逼迫している方に対し、食糧品を無償で提供しております。

提供している食糧品につきましては、皆さまからいただきました寄付
金などを財源に当協議会で購入したものや、ご寄付いただいた保存食で賄って参りましたが、保存食
の在庫が減少したことから、昨年 11 月～ 12 月の２ヶ月間、お歳暮の時期に合わせて保存食を募集
したところ、お米、インスタントラーメン、乾麺、缶詰などの
保存食を 24 件（個人・団体企業）から合わせて 200 個
ほど寄付されました。皆さま方のご厚意に心より感謝
申し上げます。

なお、ご寄付いただいた保存食は、相談者に対し随
時提供しているところであります。

紋別社協は民間の福祉団体として、地道な地域福祉
活動を続けており、皆さま方の寄付金、会員会費を財
源に活動しているところです。引き続き、紋別社協が行
っております地域福祉活動にご理解とご協力を賜ります
よう、よろしくお願い致します。

住み慣れた場所で自分らしく安心して生活が続けられるよう、紋別市と
紋別市社会福祉協議会などが中心となり【成年後見センター】の開設に
向け、準備を進めています。

認知症、知的障がいや精神障がい等で、判断能力が十分では
ない方々が不利益にならないよう、預貯金の管
理や、身の回りの世話のための福祉サービスや
施設入所、入院などの契約を結ぶなど、日常
生活にお困りの方を支援する制度です。

多くの思いやりが
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《福祉事業所向け研修会の開催》平成 31年 3月 26日㈫
《市民向け講演会の開催》

平成 31 年 4 月 17 日㈬ 18：00 からを予定しています。講師には講談師の方をお招きし、制
度についておもしろ可笑しく伝えていただきます。ぜひお越しください。

成年後見制度をうまく使うことで、被害を防いだりできる場合があります。

こんなことでお困りではありませんか？

離れて暮らしている親が認知症に
なってしまった…
悪徳訪問販売に不要な高額商品を
買わされたらどうしよう…

また、通帳をなくしてしまった…



※ご不明な点がございましたら、下記
　までご連絡下さい。

いきいき

ボランティアポイント制度
登録説明会 開催

高齢者自らの介護予防、生きがいづく
りを推進する事を目的とした「いきいき
ボランティアポイント制度」登録説明会
を開催いたします。

この制度は、市が指定している介護保
険施設や児童福祉施設において、ボラン
ティア活動を行うことで、その活動実績
に応じたポイントが付与され、一定数貯
まることで活動交付金として受け取るこ
とができます。

主な活動内容は、利用者さんとのお話
し、オセロや将棋などレクリエーション
の相手、施設の行事やイベントのお手伝
いなど、様々な内容となっており、ご自
分の活動したい内容を選択する
ことが出来ます。

この機会に説明会に参加し、
ご自分の空いている時間を有
効活用して、ボランティア活動
してみませんか？

事前の申し込み等はござい
ませんので、当日お気軽に総合
福祉センターまでお越し下さい。

《お問合せ・申し込み》 電話 23−2350  FAX 26−2299 
メール vc.monbetsu-seaice@monbetsu-vc.com

日　時　　平成31年２月20日㈬
　　　　　14時00分～ 15時30分
場　所　　総合福祉センター
　　　　　２階ホール
参加費　　無料
対象者　　市内在住の65歳以上の第
　　　　　１号被保険者（要支援・要
　　　　　介護認定者を除く）
申込み　　事前の申し込みは不要です。
　　　　　当日お気軽にご参加下さい。



紋別市社会福祉協議会では、無料で福祉用具・イベント用具、車椅子、
歩行器、チャイルドシートを最長で２週間貸し出しを行っています。お
孫さんの帰省や、地域でのイベント、おじいちゃん、おばあちゃんとの
旅行、通院等などにご利用いただいております。

手続きにつきましては、事前に紋別市社会福祉協議会で物品借用書に
記入、捺印していただき、貸出日にお越しいただくことになっております。
よろしくお願い致します。

福祉用具・イベント用具
高齢者疑似体験セット ふまねっと
ポップコーン機 焼鳥台
綿あめ機 ガスコンロ
射的セット テント
輪投げセット パイプ椅子
ボーリング 長机
点鳥ルーレット 電気ドラム
玉入れ（赤・白） ビンゴゲーム
たらい 鉄板
寸胴鍋 入浴台
半寸胴鍋 入浴用イス（浴槽台）
シャワーベンチ バスボード

歩行器
らくらくウォーカー １台
買い物型歩行車 １台
シルバーカー ２台
前輪付歩行器 ４台
簡易車椅子 １台

車椅子
介助用 1台
自走式 14台
自走式（酸素ボンベホルダー付） 1台
子供用 1台

チャイルドシート
《Ｃ -01》《Ｃ -02》

メーカー・型式：コンビ ミニマグランデ
後ろ向き 前向き

年齢 新生児～ 1 才頃 1 才以上 4 才頃
体重 2.5㎏以上 10㎏未満 9㎏以上 18㎏以下
身長 新生児～ 75㎝未満 75㎝以上 105㎝未満

《Ｃ -03》
メーカー・型式：コンビ ジョイトリップ

チャイルドモード ジュニアモード
年齢 1 才頃～ 4 才頃 3 才頃～ 7 才頃
体重 9㎏以上 18㎏以下 15㎏以上 25㎏以下
身長 70㎝～ 105㎝ 95㎝～ 120㎝未満

《Ｃ -04》
メーカー・型式：カーメイト エールべべ・サラット3ステップ クワトロ

チャイルドシート ハイバックジュニアシート
年齢 1才～ 4才頃 3才～ 7才頃
体重 9㎏以上18㎏以下 15㎏以上25㎏未満
身長 75㎝以上100㎝以下 100㎝以上120㎝未満

《Ｃ -05》
メーカー・型式：コンビ ジョイトリップ

チャイルドモード ジュニアモード
年齢 1 才頃～ 4 才頃 3 才頃～ 7 才頃
体重 9㎏以上 18㎏以下 15㎏以上 25㎏未満
身長 70㎝～ 105㎝ 95㎝～ 120㎝

《Ｃ -06》
メーカー・型式：ブリジストン angu ビビットⅡ

後ろ向き 前向き
体重 7㎏以上 9㎏未満 9㎏以上 18㎏未満
身長 65㎝以上 100㎝未満 65㎝以上 100㎝未満

《Ｃ -07》
メーカー・型式：リーマン LDC435

後ろ向き 前向き
年齢 6 か月～ 1 才頃 1 才以上 4 才頃
体重 7㎏以上 10㎏未満 10㎏以上 18㎏以下
身長 65㎝以上 75㎝未満 75㎝以上 100㎝未満

《Ｃ-08》
メーカー・型式：コンビ CSA-NFB

前向き
年齢 1 才以上 4 才頃
体重 10㎏以上 18㎏未満
身長 75㎝以上 100㎝未満

ジュニアシート
《J-02》

メーカー・型式：
ティーム・テックスEURO KIDS

適用条件
年齢 3 才頃～ 10 才頃
体重 15㎏～ 36㎏未満
身長 100㎝～ 138㎝

《J-03》
メーカー・型式：
不明

適用条件
年齢 3 才頃～ 10 才頃
体重 15㎏～ 36㎏未満
身長 100㎝～ 138㎝

《J-04》《J-05》
メーカー・型式：
グレコ ジュニアシート

適用条件
年齢 3 才頃～ 11 才頃
体重 15㎏～ 36㎏
身長 100㎝～ 138㎝シルバーカー

らくらくウォーカー

前輪付歩行器

買い物型歩行車

※体重7㎏未満の場合はインナー
　クッションを使用

※取扱説明
　書なし

※取扱説明
　書なし

※取扱説明書あり

※取扱説明書なし

※チャイルドシートとして使用する時は必ずインパクトシールドを使用。
　ジュニアシートとして使用可（7 ～ 11才）

※セットクリップがない為2点式のシートベルトには
　使用不可

※ロッキングクリップがない為、後ろ
　向きでの取り付け不可
※エアバック装備の座席には取り付け
　不可（必ず後部座席で使用）



８年間の思いを胸に
～最後の被災者支援交流会～

まさかは必ずやってくる！
～災害への備えに向けて～

テーブルを囲んで、思い出話に花を咲かせました

解体した仮設住宅の木材を一部使用して作った東屋の前で
記念撮影

紋別社協ボランティアセンター

ボラセンぺ
ージ

f
Facebookに紋別社協ボランティアセンターのページを
開設しています。　　　　　　　　　　　  　で検索!紋別社協ボラセン Facebook

お問合わせ先
電話　0158-23-2350
FAX　0158-26-2299
Eメール
 vc.monbetsu-seaice

@monbetsu-vc.com

紋別社協ボランティアセンター（以下、紋別社協ボラセン）は、災害・防災
ボランティア団体でありますチームオホーツク紋別と合同で、平成 23 年
度から、東日本大震災で被害に遭われた方々を対象とした交流事業を、毎
年年末年始に岩手県宮古市・遠野市を中心に開催して参りました。今年で
最後となる交流会を平成 30 年 12 月 30 日㈰に遠野市仮設住宅で開催し、
紋別から 14 名のボランティアさんと、22 名の被災者が集まり、時間の許
す限り、これまでの思い出話に花を咲かせました。また、交流会の終盤で
は、これまでの７年間の活動記録をまとめた DVD を上映し、映像を眺め
ながら目頭が熱くなる場面もありましたが、最後まで笑いも絶えることなく、
楽しい雰囲気の中交流を図ることが出来ました。

８年間続いた本事業ですが、復興住宅の建設が進み、それぞれが新たな
地域で生活を始めていることや、仮設住宅に住んでいらっしゃる方が、今
年度中に全員退去される見通しであることに伴い、遠野市社協が運営して
いる交流スペース「絆」サポートセンターの存続について、今後の見通しが
立っていないことから、８回目の今回が最後の被災地支援交流会となりま
した。この８年間で、のべ 113 名の方にボランティアとしてご参加いただ
き、本事業を進める事ができたとともに、事業開始当初から、ご協力いた
だきました企業・団体、そして個人の皆さまにも心よりお礼申し上げます。

この被災地支援交流会では、被災地の状況や復興に至るまでの道のり、
そして、「寄添うこと」と「継続すること」の大切さを改めて感じることが
出来たとともに、今後は、この経験を紋別市の災害・防災への取り組みに
活かしていきたいと考えておりますので、引き続き、ご理解とご協力の程
よろしくお願い致します。

これまでの経験を活かし、現在、紋別社協ボラセンでは、紋別市で災害
が発生した際にボランティア活動者の受入窓口となる、災害ボランティア
センターの運営マニュアルの作成を進めております。この運営マニュアル
の策定にあたっては、被災地支援交流会で学んだことを反映し、形式的な
運営マニュアルではなく、紋別市の地域性に沿ったマニュアル目指し作成
しているところです。

また、これまで、紋別社協ボラセンと合同で事業を実施してきましたボ
ランティア団体「チームオホーツク紋別」は、災害・防災に関する取り組
み等を実施しており、紋別市で開催している防災展や、社会福祉協議会で
開催しているふれあい広場においても、防災グッズの展示など、災害・防
災に関する啓発活動に積極的に取り組んでおられるボランティア団体であ
ります。今後につきましても、紋別社協ボラセンと連携を図りながら災害・
防災についての取り組みを行い、災害・防災にも強い街づくりを推進して
参りますので、今後ともご理解とご協力の程よろしくお願い致します。

津波によって陸地まで運ばれてきた遊覧船やガレキは
全て撤去され、新たな道路と区画整理が行われています



心温まるご寄附ありがとうございました（敬称を省略させていただきます）

平成 30年 10月 1日～平成 30年 12月 31日

社会福祉協議会は、市民の皆さんが安心して暮らせる街づくりを目指し、様々な福祉問題の解
決に向けて活動している民間の福祉団体です。皆様からの寄付金、会員会費は
活動の財源に充てています。市民の皆様の会員加入を引き続きお願いいたします。

社協だよりは赤い羽根共同募金の助成のもと発行しています。　　　　

（香典返しを廃して）一般寄付金
幸町・・・・・・髙西　　勇、伊藤　正明、富岡　邦子、吉山喜美代
本町・・・・・・林　　俊治、田内　洋子
港町・・・・・・桜井日登美
南が丘町・・・・酒井　示子、竹澤　健一、髙橋　　隆、高畑　典章、寶屋敷孝次
大山町・・・・・斉藤カツ子、細川　米男、木村　澄子、阿部　和彦、上野　康晴
緑町・・・・・・斉藤　恵子、新谷　隆司
花園町・・・・・稲垣　　諭、長谷川順子、佐野　裕子
潮見町・・・・・小山田三紀子、山内　大悟
落石町・・・・・伊藤セツ子、松里　泰子、菊川喜三郎、岩田　信一、小島　光夫、
　　　　　　　　和田　禮子、菅田　義弘、黒田　　晃
弁天町・・・・・平塚テツヨ
渚滑町・・・・・吉澤マツ子、佐藤　　勇、大井ツヤコ、吉ヶ谷美枝子、
　　　　　　　　寺尾　正明、今井　秀正、出倉　嗣康
上渚滑町・・・・渡部　信幸、菅原　順一、松永知加子、植木　清子、中野キヨ子
小向・・・・・・岩岡登喜子、阿部　　徹、光野　和子
藻別・・・・・・髙野　裕治
札幌市・・・・・山内　秀一、伊藤　敏光
岩見沢市・・・・坂本　正弘
栗山町・・・・・櫻庭　仁美

社会福祉事業へ
巴一夫、認定こども園紋別幼稚園、光源寺仏教婦人会、有限会社岩佐物流、
紋別ロータリークラブ、紋別市老人クラブ連合会女性部、松本新一　

物品の寄付
リングプル・・・・・進藤全聡、畑秋子、仲良し共同作業所、６丁目町内会ひまわり会、
　　　　　　　　　　桂本順子、窪岡秋子、中村広光、藤田里美、島ミヤ、つばさの会、
　　　　　　　　　　身体障害者福祉協会、二丁目緑の会、オホーツククラブ、大西良雄、
　　　　　　　　　　落石２丁目町内会婦人部、花園さくら会、阿部秀子、菅原翔也、
　　　　　　　　　　大山みなみクラブ
使用済み切手・・・・上渚滑高齢者ふれあいセンター、竹澤康裕、竹澤秀二、紋別郵便局、
　　　　　　　　　　二丁目緑の会、花園さくら会、阿部秀子
雑巾・・・・・・・・竹澤　康裕
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紋別市社会福祉協議会（法人会員）として会費納入ありがとうございました
竹本漁業部 伊藤漁業部 弁天町町内会 紋別地区保護司会紋別支部

（特非）紋別市いきいき陶芸会 （特非）紋別市仲良し共同作業所 佐藤電気㈱ 小野接骨院
㈱ビルマスター ㈱松田鉄工所 ㈱丸甲天野金物店 ㈲紋別観光バス
富樫商店 ㈲マルタケ 紋別市役所部長会 セブンイレブン紋別渚滑店
水口商店 ㈲伊藤プロパン店 ㈲藤本タイヤー工業 まるしめ佐々木商店
㈲なごみ 北海道労働金庫紋別出張所 幸町７・８丁目町内会 ㈱丸キ宮川商店
紋別たま薬局 紋別ファミリー歯科 中山牧場 （特非）ねこやなぎ
かずこ美容室 光園 北燦菓 ㈲ゆやフラワー
㈱タカノ 真砂町町内会 （医）三浦歯科医院 椿谷税務会計事務所

㈲第一保険企画
※法人（団体含む）一口　5,000 円以上	 10 月 1日～ 12 月 31 日


