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豊浦町共同募金委員会からのお知らせ

スタートしました！
　１０月１日から「赤い羽根共同募金運動」
が全国一斉に始まりました！
集められた募金 ( 一般募金 ) は高齢者や障
がい者、子どもたちなどを支援する福祉団
体や事業に使われます。
　私たちのまちでも各自治会、企業、町民
の皆様のご協力をいただいて募金運動を実
施してまいります。また、町内各所に募金
箱を設置していますので、見かけた際には
ぜひご協力ください。
　１２月１日からは慰問金・おせち料理配
達の資金となる「歳末たすけあい募金運動」
も実施します。
　皆様のあたたかいご支援とご協力を心よ
りお願い申し上げます。

歳末たすけあい募金目標額

一般募金目標額

１，２５０，０００円

５５０，０００円

　いただいた募金は町内のサロン活動や福祉団体等の
活動に充てられています。
　また、募金の一部は全道の福祉活動や被災地でのボ
ランティア活動を支援する為の準備金に充てられてい
ます。

・戸別募金　　自治会を通じて戸別に行う募金
・街頭募金　　町内に募金箱を設置（募金箱協力事業所一覧のとおり）
・法人募金　　企業・団体からいただく募金
・職域募金　　企業・団体職員に呼びかけて行う募金
・バッジ募金　寄付金付きピンバッジを頒布
・興行募金　　イベントで募金ブースを設置

▲いきいきサロン燦々大岸地区

集めた募金はどんなことに
使われているの？

募金する方法はどんなものがあるの？

⑵



町内の色々なところに
募金箱を設置しています

豊浦町限定ピンバッジや
その他グッズを進呈します

　募金にご協力いただいた方に進呈する寄付金付き
グッズを用意しています (製作費を除いた金額が寄付
されます )。
　グッズ進呈は豊浦町社会福祉協議会窓口のみ（小幌
駅ピンバッジ除く）となっています。ご希望の方は当
窓口までお越しください。
※グッズは数に限りがありますのでご了承ください。

　８月の大雨災害、９月の台風１５号により、甚大な被害が複数の県で発生しました。これ
に伴い、被災者の生活支援等のため豊浦町共同募金委員会では災害義援金を下記のとおり募
集いたします。寄せられた義援金は北海道共同募金会、中央共同募金会、各被害市町村をと
おして適正に配分されます。
□義援金募集期間　令和４年１２月２８日（水）まで
□受付場所　豊浦町共同募金委員会（社会福祉協議会事務所）

お問い合わせ
豊浦町共同募金委員会（事務局：豊浦町社会福祉協議会内）
℡：0142-83-2662　Fax：0142-83-2664

　豊浦町役場、国保病院、福祉
施設のほか、町内の観光施設や
商店等にも設置しております。
　皆様のお気持ちと募金へのご
協力をお願いいたします。

災害義援金募集について

募金箱協力事業所一覧（順不同・敬称略）
※塗りつぶしは小幌駅ピンバッジ募金も実施

豊浦町役場
豊浦町国民健康保険病院
総合保健福祉施設やまびこ
豊浦町教育委員会
豊浦町社会館（商工会事務所内）
ワークランドかっこう（JR豊浦駅内）
㈱藤原商会
道の駅とようら
たけしま商店
ヒデ美容室（小幌バッジのみ）

たまりば食堂
JAとうや湖豊浦支所
セイコーマートやじま豊浦店
セブンイレブン豊浦旭町店
伊達信用金庫虻田支店豊浦出張所
特別養護老人ホーム幸豊園
豊浦町社会福祉協議会
草野商店
天然豊浦温泉しおさい
噴火湾とようら観光協会（小幌バッジのみ）

▲寄付金付きピンバッジ　１個５００円 ▲各種クリアファイル
　１枚２００円

▲豊浦町限定寄付金付きピンバッジ
「小幌駅」　1個 500 円

▲ミクボールペン
　１個３００円
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⑷

　１０月１日 ( 土 )、中央公民館にて３年ぶ
りとなる「’２２ふれあい広場」が開催され
ました。コロナ禍での初めての開催となった
今回のふれあい広場では、感染予防対策とし
てイベント規模の縮小、飲食スペースを屋外
に限定、来場者への検温と手指の消毒などを
実施しました。
　来場者には炊き出し訓練として豚汁とわか
めご飯を無料で提供したほか、豊和会による
授産品（パン・野菜）の販売も行われました。
　キャップアートや子ども縁日にはたくさん
の子どもたちが訪れ、ホタテマスクのキャッ
プアートづくりや、射的やくじを楽しみまし
た。
　体験コーナーでは車いす体験や白杖・アイ
マスクを使った視覚障害体験、伊達消防署豊
浦支署による消火体験や地震の揺れを感じる
ことが出来る起震車体験を通して、ノーマラ

イゼーションや防災意識の向上につなげるこ
とが出来ました。
　そのほか、福祉用具展示コーナーや共同募
金ブースにもたくさんの来場者が訪れ、久し
ぶりのふれあい広場を楽しみました。
　ご協力いただいたボランティア団体・福祉
団体の皆様、来場いただいた皆様、本当にあ
りがとうございました。

こども縁日

消火体験

車いす体験

福祉用具展示

授産品販売

キャップアートホタテマスク

会場の様子



　身障協会の会員とボランティアが、胆振西部３町の
身障協会会員が一堂に会する身体障害者協会胆振西
部研修交流会に参加しました。コロナ禍を受け、屋
内で講話を聞く従来の交流会から内容を変更し、屋
外での見学・飲食のできる白老町の民族共生象徴空
間ウポポイにて開催されました。
　会員はアイヌ民族に伝承される踊りや演奏・民芸品
を見学したほか、洞爺湖支部・壮瞥支部の会員と久
しぶりの交流を楽しみました。

コロナに負けるな！福祉団体通信コロナに負けるな！福祉団体通信

身障協会西部研修交流会身障協会西部研修交流会
身障協会身障協会

胆振管内母子寡婦福祉研修会胆振管内母子寡婦福祉研修会

秋のパークゴルフの集い秋のパークゴルフの集い

陸　会陸　会

豊 高 連豊 高 連

⑸

　睦会の会員が苫小牧市で開催された胆振管内の母
子寡婦会の研修会に参加しました。「ごみの減量とリ
サイクル」をテーマとした講話では、苫小牧市役所
職員より、苫小牧市でのゼロカーボンの取り組みに
ついて説明があり、ゴミを減らすためには「リデュー
ス・リユース・リサイクル」に加え、「リフューズ（も
らわない）」の大切さを学びました。
　午後からは民族共生象徴空間ウポポイに移動し、
見学を楽しみました。会員からは「講話もウポポイも
勉強になりました」との声がありました。

　毎年恒例の豊高連主催「秋のパークゴルフの集
い」が豊浦渚パークゴルフ場で開催され、町内の
各高齢者クラブから総勢１２名が参加しました。
　男女の部の各優勝者には景品が贈られたほか、
特に頑張った方には豊高連会長から会長賞が贈ら
れました。
　肌寒い中でのプレーでしたが、ケガなく終える
ことが出来ました。参加者の皆様、お疲れさまで
した。

10/18
（火）

9/15
（木）

10/16
（日）



○本町地区…町内にお住いの概ね６５歳以上の方
○大岸地区・礼文華地区・各地区サロン…それぞれの自治会にお住まいの概ね６５歳以上の方
　※サロンの準備や運営を手伝っていただけるボランティアの方も募集しています　　　　　　　　

⑹

　10 月 27 日（木）、豊浦町地域支え合い町づくり委員会
主催の「地域勉強会」が 7・8 区自治会を対象に開催され、
7・8 区サロン参加者や地域住民らが参加しました。今回
のテーマは「災害から命を守る」。伊達消防署・役場職員
を講師に招き、携帯やラジオの電源確保の重要性などにつ
いて学んだほか、段ボールベッド・簡易ベッドの組み立て
方も教わりました。

　10 月 27 日（木）、豊浦町地域支え合い町づくり委員会
主催の「地域勉強会」が 7・8 区自治会を対象に開催され、
7・8 区サロン参加者や地域住民らが参加しました。今回
のテーマは「災害から命を守る」。伊達消防署・役場職員
を講師に招き、携帯やラジオの電源確保の重要性などにつ
いて学んだほか、段ボールベッド・簡易ベッドの組み立て
方も教わりました。

○いきいきサロン燦々
本町地区 大岸地区 礼文華地区

○地区サロン
あさひサロン（旭町自治会） 東雲第１サロン（東雲第１自治会）
高岡第１サロン（高岡第１自治会）船見サロン（船見ヶ丘西・東自治会）

７・８サロン（７区・８区自治会）

▲貼り絵工作の様子（礼文華地区いきいきサロン燦々） ▲皆でおやつを作りました（東雲第１サロン）

▲簡易ベットの組み立て方を教わる参加者

参加ご希望の方・詳しい日程や内容は
　豊浦社協　０１４２-８３-２６６２

　「いきいきサロン燦々」と「地区サロン」では介護予防や交流のため、月に１回、同じ地区・
自治会の方と軽い運動やお茶会、工作、おしゃべりなどをしています。興味のある方は友人
や近所の方を誘って、ぜひ参加してください！

住み慣れた地域で防災を考える
７・８区自治会「地域勉強会」開催！！
住み慣れた地域で防災を考える
７・８区自治会「地域勉強会」開催！！



若森　節子、古山　富子、棟方　正史、千葉視紀子
戸ノ崎洋子、花野　良子、伊貸　惠子、天野　政一
豊浦町役場、豊浦町国民健康保険病院
総合保健福祉施設やまびこ、公明党女性局、教心寺婦人部
デイサービスセンター幸豊ハイツ、胆振ベリー会
NPO法人ぽけっと、道の駅とようら、豊浦やまと光星園
㈱川端自動車整備工場、豊浦渚パークゴルフ場

匿名　13名

リングプル、エコキャップ、書き損じはがき、
使用済み切手、テレホンカード収集に協力ありがとうございます。
リングプル、エコキャップ、書き損じはがき、
使用済み切手、テレホンカード収集に協力ありがとうございます。

　町民の方々からたくさんの使用済み切
手やキャップ等が寄せられ、福祉のため
に役立てられています。今回は令和 4年
７月２８日から令和４年１０月２５日ま
でにご協力いただいた方々を報告いたし
ます。ありがとうございました。なお、
失礼とは思いますが敬称は省略させてい
ただきます。

　町民の方々からたくさんの使用済み切
手やキャップ等が寄せられ、福祉のため
に役立てられています。今回は令和 4年
７月２８日から令和４年１０月２５日ま
でにご協力いただいた方々を報告いたし
ます。ありがとうございました。なお、
失礼とは思いますが敬称は省略させてい
ただきます。

⑺

▲ご協力いただいた道の駅の職員の皆様

▲７０ℓのゴミ袋が約２０個も！

▲ゴミ箱を作る豊和会利用者の皆様

　道の駅とようらの職員の皆様から豊浦社協へペットボト
ルキャップとリングプルの寄付がありました。職員の皆様
だけでなく、道の駅を訪れた観光客の皆様にもこの回収運
動にご協力いただき、たくさんのキャップ・リングプルを
集めたそうです。
　ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました。

　豊和会では毎月１回、利用者の皆様が社会貢献活動とし
て町内の清掃やペットボトルキャップ・プルタブ選別等の
ボランティア活動を行っています。９月のボランティアは
新聞紙でゴミ箱を製作しました。このゴミ箱は町内の医療
・福祉施設に寄贈され、利用者様の居室で使われています。
　心温まるボランティア活動、本当にありがとうございま
した。

道の駅　エコキャップ収集ボランティア

豊和会　ゴミ箱を製作・寄贈

10/12
 ㈬
10/12
 ㈬

9/26
㈪
9/26
㈪

　１０月の豊和会利用者様によるボランティア活動では、
国道３７号線のチェーン着脱場（大岸-礼文華間）のゴミ
拾いを実施しました。
　場内にはペットボトルやタバコの吸い殻、雑誌などたく
さんのごみが捨てられており、非常に大変な作業となりま
したが、１時間ほどの活動でとてもきれいになりました。
　寒い中参加された利用者の皆様、本当にお疲れさまでし
た。

豊和会　チェーン着脱場ゴミ拾い10/25
㈫

10/25
㈫



⑻

Eメールアドレス  toyosya@cocoa.ocn.ne.jp

社協へご意見・ご感想をお寄せください
　社協の活動へのご意見・ご感想等がございましたら、
遠慮なくお聞かせください。

TEL ０１４２－８３－２６６２　FAX ０１４２－８３－２６６４

　総合支援資金の再貸付を終了した世帯や貸付について不承認とされた世帯に対して支給する「新型コ
ロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の申請期限が12月末までとなっています。申請を希望する
方、詳細を知りたい方は申請窓口の生活就労サポートセンターいぶりまでお問い合わせください。

⑴総合支援資金再貸付を借り終えた世帯・再貸付
　を12月末までに借り終える世帯・再貸付不承認
　となった世帯
⑵申請月時点の世帯の月額収入・金融資産合計が
　一定の基準以下の世帯
 

　※4人以上の世帯は問い合わせてください
⑶生活自立に向けた活動を継続的に行うこと
　例）月２回以上ハローワークで職業相談を受ける等
⑷申請者が世帯の生計を主に維持していること
⑸生活保護・職業訓練受講給付金を受給していな
　いこと
⑹不正な手段により再貸付申請していたり、暴力
　団員ではないこと

下記の金額（月額）を申請月から3か月間支給します。

サポートセンターいぶりからのお知らせ
「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」について

対象世帯・条件 支給期間・支給額

世帯ごとに必要な書類が異なる場合がありますの
で下記までお問い合わせください

必要書類

生活就労サポートセンターいぶり
相談者専用フリーダイヤル　0120-09-0783

お問い合わせ先

【出張相談会開催！】
自立支援金の相談のほか、生活の困りごとの
相談会を豊浦で開催します
日時　11/16（水）11/17（木）10時～ 15 時
場所　豊浦社協会議室　

単身世帯

103,000円

468,000円

2人世帯

145,000円

690,000円

3人世帯

174,000円

846,000円

月額収入

金融資産

単身世帯

6万円

2人世帯

8万円

3人世帯

10万円

「フードバンクいぶり」のご案内
　新型コロナウイルス感染症による失業や休業等によ
り減収した世帯への貸付制度「生活福祉資金特例貸付
（緊急小口資金・総合支援資金）」ですが、受付期間が
令和４年９月末をもって終了しました。

　フードバンクいぶりでは、まだ食べられるのに廃棄
処分されている食材を食べ物に困窮している方や施設
にお届けする活動を胆振管内を対象に行っています。
　豊浦町では、豊浦社協が相談受付と食品受渡し窓口
となっておりますので、食材を提供できる方、食べ物
に困窮している方はお電話ください。

生活福祉資金特例貸付受付終了いたしました


