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社協だよりは、赤い羽根共同募金の助成を受けて発行しています。

きらきら輝く地域のために

社協だより

今号の表紙：ふれあいサロン研修交流会

詳しくは紙面6ページをご覧ください。ができました。

苫小牧市限定デザイン赤
い

羽根
　寄付金付き

「支えあい・助けあいの体制づくり」
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ダスキンヘルスレント苫小牧ステーション
〒053-0054 苫小牧市明野新町6丁目28-12

TEL.0144-55-8428 FAX.0144-55-8484
イベントのダスキンレントオール

苫小牧ステーション TEL.0144-55-8336

私たちは地域福祉の推進をサポートします

　あんしん生活サポート事業
は苫小牧市と苫小牧市社会福
祉協議会（社協）が連携し、昨年
度「あんしん生活サポート事業
研修交流会」を開催しました。
地域住民の皆さんや市役所、
市内7カ所の地域包括支援セ
ンター、居宅介護支援事業所な
どの関係機関の方と一緒に地域でのつながりづくりをすすめています。
　その中でも『世代間交流を深めたい！！』『地域内であいさつの声を増やし、つながりを作っていき
たい！！』などの声やさまざまなアイデアや実際に行っている地域の取り組みについてお話をいただ
きました。
　みなさんの「よりよい地域をつくりたい！！」という思いを大切にし、住民主体による地域課題の解
決力の強化や体制づくりを一緒に取り組んでいきたいと考えておりますので、是非苫小牧市社会福
祉協議会までご相談ください。今後ともご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

　住民同士の支えあい・助けあいの体制づくりをお手伝いする事業です。
　地域の皆さんにご協力をいただき、町内会・自治会などの小地域の中で、ちょっとした見
守りやお手伝いが必要な方を把握するとともに、地域の方々によって、支えあう仕組みづ
くりをすすめます。

「あんしん生活サポート事業」とは？「あんしん生活サポート事業」とは？

★住民
同士の体制づくりをお手伝いあんしん生活

サポート事業
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家・不動産査定しますあなたの

土地 一戸建て

不動産事業部株式会社 渡辺工務店
0123－187－034 苫小牧市光洋町2丁目6－16

 FAX0144－73－9015
北海道知事免許 胆振（2）第969号 北海道宅地建物取引業協会会員

私たちは地域福祉の推進をサポートします

【お問合わせ先】地域福祉課地域福祉係 ☎３２－７１１１まで

ふれあいサロンは、身近な場所で気軽に集まり、仲間と楽しむ「地域の憩いのたまり場」です。
市内53ヶ所（平成30年5月現在、社協に登録しているサロン）で活動されています。

ふれあいサロン
出張いたします！！

★地域にふれ
あいサロン

　がない・・・

★地域でふれ
あいサロンを

　やってみた
いがどうして

いい

　のかわから
ない・・・

私たち社協（地域福祉
課職員）が、出張いたしま
す！　まずは、お問い合わ
せくださいｍ(＿＿)ｍ

苫社協ふれあいサロンご案内！！

会場は
市民活動センター

お気軽に
御参加下さい！！

７/
１９（木） 10：00～ 12：00

10：00～ 12：00

10：00～ 12：00８/
１６（木）
９/

２０（木）
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売却不動産募集中！！！
まずはご相談ください！！
北海道知事免許胆振（6）第755号

TEL0144－38－3131
〒053－0047　苫小牧市泉町2丁目4番5号

私たちは地域福祉の推進をサポートします

7月12日（木）13：00～15：00
8月９日（木）13：00～15：00
9月13日（木）13：00～15：00
苫小牧信用金庫
沼ノ端支店・澄川支店
※要予約：前日の15時までに申込みください

【申 込 先】　市民相談所 TEL33－2345（担当：山田）

社協の専門相談員が対応いたします

心配ごと
何でもご相談ください！
心配ごと出張相談心配ごと出張相談

【問合せ先】苫小牧家庭生活カウンセリング協会
　　　　　TEL36－8580 ※水・金10時～16時

心の悩みを打ち明けてみませんか？
カウンセラーがお待ちしています。

苫小牧信用金庫北央代理店
（苫小牧市木場町1丁目10－17）
※無料、事前申込み不要

カウンセリング協会×苫信金
×社協のコラボ
カウンセリング協会×苫信金
×社協のコラボ
木曜ふれあいサロン木曜ふれあいサロン

高齢や障がいの理由により外出
が難しい方や町内会などへいつ
でも相談員が直接伺います。

ご自宅・町内会での

出張相談

快適なオフィス環境ご提案します。

サニー事務器株式会社

TEL：0144－76－1212　FAX0144－73－4661
〒053－0852　苫小牧市北光町4丁目3番8号

7月26日（木）13：00～15：00
8月23日（木）13：00～15：00
9月27日（木）13：00～15：00

（毎月第4木曜日開催）

苫小牧市成年後見支援センターからのお知らせ

を開講します♪

市民後見人
養 成 講 座

全8回

Ｈ30.7月～Ｈ30.8月

　認知症高齢者や精神・知的障がいなどで判断能
力が十分でない方のために、ご本人に代わって金銭
管理や身上監護などの支援を行う成年後見制度。
　市民後見人は、同じ地域に住み共に生活してい
る地域住民の立場から後見活動を行います。
　当センターが開催する市民後見人養成講座を修
了し、センターに登録後、後見業務を担っていただ
きます。

日　程 平成30年7月6日(金）～平成30年8月31日(金）　 （7/27を除く）までの金曜日。全8回　＊別途実習有り
時　間 9：30～ 17：00
会　場 市民活動センター
対　象 25歳以上で苫小牧市に居住している方　市民後見人として活動する意欲のある方
参加料 無料

申　込
別紙「市民後見人養成講座受講申込書」を 7/4までに成年後見支援センターへご提出ください。
申込書は成年後見支援センターにあります。
苫小牧市や苫小牧市社協のホームページからダウンロードもできます。

■養成講座　〔お申込み・お問合せは、成年後見支援センターまで　TEL 32-7111　FAX 34-8141〕

現在、6名の
市民後見人が
活動中です！
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赤い羽根 共 同 募 金
　平成29年度、皆さまからお寄せいただいた募金は、今年度、支援を必要とされる
福祉団体や地域福祉推進事業などに助成されました。
　温かいご厚意に心よりお礼申し上げます。

福祉団体の活動に

・行事用テント設置事業
・ボラセンフェスティバル事業
・傾聴ボランティア講座事業
・ボランティア体験プログラム事業
・在宅介護者リフレッシュ事業
・苫小牧社協だより発行事業
・防災研修事業
・募金運動推進

社協が行う地域福祉推進事業に

2,191,330円

2,276,000円

私たちは地域福祉の推進をサポートします

担当/苫小牧市共同募金委員会 ℡32－7111

・北海道難病連苫小牧支部

・苫小牧市身体障がい者福祉連合会
・苫小牧視覚障害者福祉協会
・苫小牧聴力障害者協会
・苫小牧肢体障がい者福祉協会
・苫小牧市手をつなぐ育成会
・北海道自閉症児者親の会苫小牧支部
・希勇心７Ｈ
・苫小牧中途失聴者難聴者協会
・苫小牧身障者洋陶サークル雅会
・苫小牧心身障害者職親会
・苫小牧市おもちゃライブラリー
・苫小牧車椅子バスケットボールクラブ
・放課後等デイサービス

ワーカーズコープぽっけ
・北海道中途難失聴者協会苫小牧支部
・HTD・F・Cデフサッカークラブ

※共同募金は、民間の福祉活動を支援してい
　ます。
※共同募金からの助成を希望される団体やグ
　ループの方は、事務局までご相談ください。

〒059‒1306苫小牧市ウトナイ北4丁目4番20号　電話（0144）57‒6722番
〒053‒0801苫小牧市白金町1丁目1番4号　電話（0144）73‒6722番

高齢者活動支援

地域福祉活動支援

障がい児者支援

子育て支援

・苫小牧市老人クラブ連合会
・ゆったりる～む花見

・苫小牧市町内会連合会婦人部会
・ウィメンズ結
・苫小牧市クローバーの会
・苫小牧骨髄バンク推進会
・苫小牧家庭生活カウンセリング協会

・北海道小鳩会苫小牧分会
・一般社団法人りあん 
・苫小牧要約筆記通訳サークル
　　　　　　　　　　　　つたえーる
・矢代縫製
・苫小牧傾聴ボランティアアガペーの会

・まめの木
・じゃがいもクラブＨＣ
・キッズリズム
・BeBeリズム
・ピヨピヨリズム
・わくわくリズム
・苫小牧市子ども会育成連絡協議会
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〒053-0018　苫小牧市旭町4丁目1番20号　電話（0144）33-2903　FAX（0144）33-5297

スズキ福祉車両WITHシリーズ
新型スペーシア車いす移動車

私たちは地域福祉の推進をサポートします

期　間　平成31年3月までの間
対　象　市内小・中・高校、町内会、子ども会、サロンなど。
内　容　講師派遣、福祉用具貸出、授業づくりの
　　　　情報提供など。

申込先：ボランティアセンター　TEL 84-6481（担当：田村）

▶視覚障がい
　（点字学習／アイマスク体験）
▶肢体不自由
　（車イス体験／福祉用具学習）
▶聴覚障がい
　（手話体験／疑似体験）
▶防災教室
　（自分の身の守り方／○×クイズ他）
▶高齢者疑似体験　▶当事者の講話
▶障がい者スポーツ▶その他

学習メニュー世代やスキルに応じた多様な
学びの場作りをお手伝いしま
す。また、学習に活用できる物
品の貸出も行っています。

時期的講座受講者募集中！！

小学生親子料理教室

と　き　①お母さんといっしょにパンを作ろう 7月21日(土)
②お父さんといっしょにパンを作ろう 7月22日(日)　いずれも9：30～12：00

ところ　男女平等参画推進センター 5階 料理実習室
対　象　①市内の小学生と母親　　②市内の小学生と父親
受講料　一家族1,300円
定　員　各15組(応募者多数の場合抽選で結果を通知します)
申　込　7月10日(火)必着(往復はがき・窓口・HPで受付。なお、
　　　　はがきの場合は、住所、参加者全員の氏名、年齢、電話
　　　　番号をご記入下さい。）
託　児　1歳～無料託児あり・事前予約　定員10名

〒053-0021　苫小牧市若草町3丁目3番8号市民活動センター 4階

電話　0144-32-3544　FAX　0144-37-2223
ホームページ　http://www.tomakomai-shakyo.or.jp/danjo/danjo2.shtml

申込はこちらからでも
アクセスできます男女平等参画推進センター

男女平等参画推進センターからのお知らせ

今年も苫小牧市限定赤い羽根寄付金付きバッジ完成

【取扱い・お問合せ】苫小牧市共同募金委員会（市民活動センター内）TEL３２－７１１１
※苫小牧観光協会（ふれんどビル１階）、道の駅ウトナイ湖、市役所１階売店、教育文化センター売店、アイビープラザで
　も取扱っております。なお、バッジの数には限りがあります。

2種類のパンを作ります♪

今年も苫小牧市限定デザインの赤い羽根寄付金付きピンバッジができました。
苫小牧市の公式キャラクター「とまチョップ」２０１８バージョンです（２種類ございます）。
１個５００円で、制作費を除いた金額が赤い羽根共同募金の寄付になります。
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。



7

皆様からの寄付が社会福祉に広く役立っています
～平成30年3月から5月までに寄せられたものです～（敬称略）

私たちは地域福祉の推進をサポートします

　　　　　リングプル　　　　　　 2.4 ㎏
　　　　　ペットボトルキャップ　　8.3 ㎏
　　　　　古切手　　　　　　　　1.6 ㎏
・豊川町内会
　　　　　からだ拭き　　　　　　　1個
　　　　　おしり拭き　　　　　　　17個
・苫小牧すみれ保育園
　　　　　ペットボトルキャップ　　 32㎏
・苫小牧仏教会婦人部
　　　　　拭き布　　　　　　　4,987 枚
・汐見町町内会婦人部
　　　　　リングプル　　　　　　19.7 ㎏
・苫東石油備蓄
　　　　　リングプル　　　　　　10.5 ㎏
　　　　　ペットボトルキャップ　64.45 ㎏
　　　　　古切手　　　　　　　2,287 枚
・北海道石油共同備蓄
　　　　　リングプル　　　　　　　13㎏
　　　　　ペットボトルキャップ　　87.3 ㎏
　　　　　古切手　　　　　　　　900 枚
・すえひろ保育園
　　　　　リングプル　　　　　　18.3 ㎏
・苫小牧ママさんバレーボール連盟
　　　　　拭き布　　　　　　　　377 枚
　　　　　古切手　　　　　　　　300ℊ
・高橋鶴松
　　　　　リングプル　　　　　　 2.2 ㎏
　　　　　ペットボトルキャップ　　3.2 ㎏
・明徳 4丁目７B区自治会
　　　　　リングプル　　　　　　 3.3 ㎏
　　　　　ペットボトルキャップ　　 10㎏
・竹澤典子
　　　　　おむつ　　　　　　　 138 枚
　　　　　尿取りパッド　　　　　108 枚
・錦西宝寿会
　　　　　リングプル　　　　　　 7.7 ㎏
　　　　　ペットボトルキャップ　 18.7 ㎏
・とませい
　　　　　リングプル　　　　　　 5.5 ㎏
　　　　　ペットボトルキャップ　 27.6 ㎏
　　　　　古切手　　　　　　　1,126 枚
・春日清水町内会
　　　　　リングプル　　　　　　 1.3 ㎏
　　　　　ペットボトルキャップ　　8.2 ㎏

一般事業寄付金

福祉基金

愛情銀行

愛の小箱

物　品

・オカリナサークル
「エーデルワイス」　5,000 円

・苫小牧ママさんバレーボール連盟
22,000 円

・戸大建設工業　　　　　　　 25,000 円
・徳寿会　　　　　　　　　 500,000 円
・藏本満恵　　　　　　　　　　5,000 円
・苫小牧聖ルカ幼稚園　　　　 30,000 円

・孝章民謡三絃会　　　　　　 20,000 円
・照翠民謡連合会　　　　　　 20,000 円

・苫小牧地方法人会　15台

・若草団地町内会女性部
　　　　　拭き布　　　　　　　1,800 枚
・日専連パシフィック女性会
　　　　　拭き布　　　　　　　　100 枚
　　　　　タオル　　　　　　　　 50枚

・星川音楽事務所　　　　　　 30,000 円
・住拓 -松浦特定建設工事共同企業体

20,781 円
・匿名　　　　　　　　　　　100,000 円
・匿名　　　　　　　　　　　400,000 円

・コアシティ苫小牧店　　　　　11,561 円
・しらかば温泉湯　　　　　　 28,022 円
・山本耳鼻咽喉科医院　　　　 26,161 円
・のぞみ出張所　　　　　　　　3,861 円
・豊勇　　　　　　　　　　　　6,169 円
・苫小牧市民活動センター　　 11,844 円
・道蓮交通　　　　　　　　　　4,767 円
・苫小牧フェリーターミナル

開発ストア売店　　6,252 円

皆様の温かい
お気持ちに
心よりお礼を
申し上げます。

●病院からの御遺体搬送●24時間営業●年中無休

苫小牧市大町２－2－12 FAX0144（34）7444

葬儀一式

御葬儀の
御用命は 0120−62−6644フリーダイヤル

■デージーフラワー苫小牧市民ホール
■ひ な ぎ く 斎 場 緑 ケ 丘 ホ ー ル
■ひ な ぎ く 斎 場 糸 井 ホ ー ル
■ひ 　 な 　 ぎ 　 く 　 庵

TEL 0144（72）9999
TEL 0144（37）9999
TEL 0144（67）9999
TEL 0144（72）6610

専 用 斎 場

全席イス式

駐　車　場

宿 泊 施 設

冷暖房完備

・新開明野元町町内会悠愛会
　　　　　リングプル　　　　　　 1.4 ㎏
　　　　　ペットボトルキャップ　　 85㎏
　
・川沿クラブ
　　　　　タオル　　　　　　　　101 枚
・がちゃぽん苫小牧店
　　　　　リングプル　　　　　　14.7 ㎏
　　　　　ペットボトルキャップ　 40.1 ㎏
・マルハン苫小牧店
　　　　　リングプル　　　　　　　8㎏
　　　　　ペットボトルキャップ　 14.3 ㎏
・ヘアーサロンかわひら
　　　　　リングプル　　　　　　　2㎏
　　　　　ペットボトルキャップ　　0.5 ㎏
・もえぎ町和朗会
　　　　　リングプル　　　　　　 3.3 ㎏
　　　　　ペットボトルキャップ　　1.9 ㎏
・笹山玲子
　　　　　おむつ　　　　　　　　240 枚
・正法寺花園女性部
　　　　　リングプル　　　　　　18.5 ㎏
　　　　　ペットボトルキャップ　　 85㎏
・新明町町内会
　　　　　リングプル　　　　　　16.8 ㎏
　　　　　ペットボトルキャップ　　7.8 ㎏
・ミライフ北海道
　　　　　ペットボトルキャップ　 26.7 ㎏
・徳寿会
　　　　　リングプル　　　　　 　13.6 ㎏
　　　　　古切手　　　　　　　　262 枚
・スナックエバ
　　　　　拭き布　　　　　　　1,080 枚
・島田登喜子の有志
　　　　　リングプル　　　　　 　3.5 ㎏
　　　　　ペットボトルキャップ　　 19㎏

車いす

★平成30年度　社協役員人事
■退　　　　任

■就　　　　任

退職（3月31日付）
男女平等参画推進センター長　　　　小　野　　千恵子
地域福祉課主任サービス提供責任者　藤　井　　　恵
地域福祉課認定調査員　　　　　　　阪　本　　治　美
　　　同　　上　　　　　　　　　　佐　藤　　香　里

★平成30年度社会福祉協議会事務局人事

採用（4月1日付）
男女平等参画推進センター長　　村　上　　尚　保
地域福祉課　事務員　　　　　　田　村　　　寿
　　　同　　上　　　　　　　　持　田　　実乃里

昇格（4月1日付）
地域福祉課長　　　　　　　　　榎　本　　洋　江

総務課長　　　　　　　　　　　　小　倉　　正　哉
異動（4月1日付）

苫小牧市福祉部　　　　　　　　　櫻　井　　宏　樹
出向（4月1日付）

〠059－1374　苫小牧市晴海町32番地
☎0144－53－1111（代表）

評議員　瀨　戸　　正　昭　平成30年4月19日付　
理　事　山　本　　俊　介　平成30年3月31日付

評議員　山川　靜子　
　任期：平成30年5月22日から
　　　　平成33年6月の定時評議員会終結時まで
理　事　柳沢 香代子
　任期：平成30年6月1日から
　　　　平成31年6月の定時評議員会終結時まで
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お 知 ら せ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

正解者の中から抽選で５名に
図書カード1,000円分をプレゼント！

【応募方法】

クイズ

問題

社協だより169号（平成30年4月）の答え：「24日」
合計81通のご応募をいただきました。ありがとうございました。

○○○○○には
カタカナ5文字が
入ります。
ヒントは社協だよりを
よーく見てね！

ハートマQuiz

はがき、FAX、Eメールにて、①クイズの答え②感想やご意見③
氏名④住所⑤年齢⑥電話番号を明記のうえ、「社協だよりハート
マクイズ」係まで、右記の宛先にご応募ください。
締切：平成30年7月31日必着
※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。
※感想やご意見を社協だよりに匿名で掲載する場合がございます。

　毎年苫小牧市限定デザインの赤い羽根寄付金付
きグッズを作製しておりますが、そのグッズとは何で
しょうか？（今年も２種類作製しています）

「○○○○○」

【小学生の部（5・6年生）】
日　　時：平成30年8月7日（火）～８日（水）
　　　　　　　【1泊2日、みどりの苑で宿泊】
場　　所：市民活動センター、
　　　　　老人保健施設みどりの苑
対　　象：市内小学5・6年生　参加費：1,000円
内　　容：高齢者との交流、リハビリ体験等
【中学生の部】
日　　時：平成30年8月2日（木）・3日（金）
　　　　　　　　　　　　【宿泊はありません】
場　　所：市民活動センター、緑星の里
対　　象：市内中学生　　参加費：500円
内　　容：施設訪問、利用者との交流、作業体験等
【高校生の部】
日　　時：平成30年8月7日（火）・8日（水）
　　　　　　　　　　　　【宿泊はありません】
場　　所：市民活動センター、ニチイケアセンター
　　　　 苫小牧、苫小牧市こども通園センターお
　　　　　おぞら園
対　　象：市内高校生　参加費：200円
内　　容：実践発表、グループワーク、施設訪問、
　　　　　利用者との交流等
【共通事項】
申込期間：いずれも平成30年7月2日（月）～13日（金）
定　　員：いずれも15名（申込順、初参加者優先）
申 込 先：ボランティアセンター（担当：一谷）
　　　　　　　　　　　　　　　TEL 84-6481

期　間：平成30年6月1日～平成31年3月までの間
対　象：小学生以上の方（小学生は保護者同伴）
内　容：約45メニューの活動を見学＆体験できます。
　　　　※詳しくは社協ホームページをご覧ください。
申　込：ボランティアセンターに来所し、
　　　　 　　　　　　　専用用紙にて申込ください。
問合先：TEL 84-6481（担当：矢木）

【朗　読】
日　　時：平成30年10月6日（月）～27日
　　　　 毎週土曜日　13時30～15時30（計4回）
場　　所：市民活動センター
対　　象：16歳以上の市民
申込期間：平成30年9月10日（月）～9月21日（金）
受 講 料：いずれも500円（資料・保険代）
　　　　　※高校生は無料
　　　　　※初回（内容：当事者の方の講話など）
　　　　　　のみの参加も可（参加費100円）
申 込 先：ボランティアセンター（担当：一谷）
　　　　　　　　　　　　　　　TEL 84-6481

初心者講習会
【点　訳】　
日　　時：平成30年9月12日～10月10日　
　　　　 毎週水曜日　18:00～20:00（計5回）
場　　所：市民活動センター
対　　象：16歳以上の市民
申込期間：平成30年8月20日（月）～８月31日（金）

と　き：平成30年9月8日（土）13:00～15:00
会　場：市民活動センター　多目的ホール
申込先：地域福祉課 地域福祉係　TEL 32-7111まで

・代 表 Tel 32-7111・Fax 34-8141
・在宅福祉係 　　　　　　　　Tel 38-2251
・市民相談所 　　　　　　　　Tel 33-2345
・ボランティアセンター 　　　　Tel 84-6481
・男女平等参画推進センター　Tel 32-3544
・ホームページ　http://www.tomakomai-shakyo.or.jp
・Eメール　　　 info00@tomakomai-shakyo.or.jp

社会福祉法人

苫小牧市社会福祉協議会
〒053-0021 苫小牧市若草町３丁目３番８号
　　　　　　市民活動センター1階

【編集・発行】

●団体事務局
・苫小牧市共同募金委員会
・苫小牧市老人クラブ連合会
・苫小牧市遺族会

参加者募
集中

ふ ま ね っ と
フォローアップ研修会
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