
　この度、2019年度赤い羽根共同募金の助成を受け、送迎用車両を購入させていただきました。
　当事業所では、障がい特性等により公共交通機関等の利用による通所が困難な方を対象に送迎サービスを行っ
ておりますが、ここ数年来、希望される方が多い中で、現在１台の送迎用車両では地域特性上、東西に分かれての送
迎には限界があり対応できない状況にもありました。この度の助成を受け、８人乗りの車両を購入することができ、送
迎を希望される多くのニーズに応えることができます。また、行事等幅広く有効に使わせていただくことができます。
　これからも、皆さまの善意に感謝し、一生懸命頑張ってまいります。
　本当に有難うございました。
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2019年（令和元年）10月

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きらきら輝く地域のために

社協だより

苫小牧市社会福祉協議会　会長　渡邊　敏明会 長 就 任 の 御 挨 拶
　市民の皆様におかれましては、益々御清祥のこととお喜び申し上げます。
　平素は、苫小牧市社会福祉協議会に御支援と御協力を賜り、衷心より厚くお礼申し上げます。
　この度、前会長が任期満了により退任され、新しく会長の重責を担うことになりました。微力ではあります
が、地域福祉の推進のため誠心誠意努めて参る所存ですので、前会長同様の御指導御鞭撻を賜ります
ようよろしくお願い致します。
　近年、各地で大規模災害が多発し九州・西日本の豪雨災害、昨年の胆振東部地震などにおいて、従
来の制度だけでは対応が難しい様 な々課題が生じ、地域づくりの大切さがより身近なものとなりました。
そのような状況の備えとして、関係団体との情報共有・連携を推進する取組である「ふれあいサロン」「介

護支援いきいきポイント事業」の拡充を図るとともに、新たに地域生活の支援相談員の育成と配置を行い住民主体の支え合い活
動を推進して参りたいと考えております。
　社会福祉協議会は地域福祉の要として、関わる者が一層の自覚と責任を持って責務を果たさなければならないとともに、こう
した活動をより強固なものにするには地域の皆様の御協力が不可欠であります。
　皆様のなお一層の御支援と御協力をお願いし、就任の御挨拶とさせていただきます。今後ともよろしくお願い申し上げます。

　このたび任期満了により苫小牧市社会福祉協議会会長職を退任いたしました。
　平成24年4月に就任させていただき、社会福祉法人制度改革による社協組織の再編を行いガバナンスの強化と健全経営の基
盤の構築及び地域共生社会への取り組み等に7年2か月間取り組んで参りました。この重責を、大過なく務めさせていただくこと
が出来ましたのも、地域の皆様の御支援と御協力の賜物と深く感謝を申し上げる次第です。
　今後も、地域の福祉活動に引き続き参加して参りたいと存じます。
　最後になりましたが、皆様の御健勝と御多幸を心からお祈り申し上げ退任の挨拶とさせていただきます。

退　　任　　の　　御　　挨　　拶 柳谷　昭次郎
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私たちは地域福祉の推進をサポートします

皆様からお寄せいただく募金が、
福祉団体の活動を支える資金となっています。

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

苫小牧車椅子バスケットボールクラブ
『全道大会での試合』の様子

ＢｅＢｅリズム
『季節イベント工作』の様子

苫小牧南高校
『サマースクール』の様子

10月1日～ 12月31日

赤い羽根共同募金運動
がはじまります。

　10月1日から12月31日まで、赤い羽根共同募金運動が全国一斉にはじまり
ます。
　苫小牧市においても、町内会や企業、老人クラブ、民生委員、ボランティ
アの方々をはじめ、多くの市民の皆さまにご協力をいただきながら、募金運
動を実施してまいります。
　今年度も皆さまの温かいご支援・ご協力を心よりお願い申し上げます。

～『災害等準備金』として積み立てています～
　共同募金は、大規模な災害が発生した時に即座に災害支援を行えるよう、毎年
募金額の一部を「災害等準備金」として積み立てています。昨年発生しました胆
振東部地震災害においても、甚大な被害があった胆振3町（安平町、厚真町、むか
わ町）の災害ボランティアセンター立ち上げ費用として拠出し、スムーズな災害
ボランティア活動の基盤となりました。
　また、市内で火災や自然災害等の被害に遭われた世帯に対して、「災害見舞金」
が支給されます。ボランティアによる壊れた家財道具の

搬出の様子（厚真町にて）

高校生ボランティア子育て支援障がい者スポーツ
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私たちは地域福祉の推進をサポートします

　12月1日から12月31日まで、歳末たすけあい募金運動が行われます。赤い羽根共同募金運動と
合わせて、皆さまのご支援・ご協力を心よりお願い申し上げます。

～共同募金にはさまざまな募金方法があります～
戸　　別　　募　　金

法　　人　　募　　金

街　　頭　　募　　金

職　　域　　募　　金

そ　の　他　の　募　金

町内会の方がご家庭を訪問して集める募金

企業や商店などにご協力をいただく募金

ボランティアの方が街頭で呼びかける募金

企業や団体などで働く方にご協力をいただく募金

市内のイベント会場で呼びかける募金、寄付型自動販売機の設置や募金箱の
設置による募金、寄付金付商品の販売による募金

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
0120－187－034 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
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２０１９年度寄付金付ピンバッジ販売中！　各１個５００円

 ｢初音ミク｣
北海道限定
｢フクロウ｣

今年も道内スポーツチームや初音ミク、バンドリ！との赤い羽根コラボグッズができました。
ご希望の方は、市民活動センターへ直接お越しください。※土日祝を除く8:45～17:15まで（数に限りがあります）
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募金額に応じてコラボグッズ『クリアファイル』をプレゼント！

～歳末たすけあい運動～

福祉の活動を
支援しています。

共同募金にお寄せいただく募金は、多くの福祉団体
やグループの活動に活用されています。今年度の募
金は、助成を希望する団体・グループへ来年度に助
成されます。共同募金の助成をご希望の方は事務
局までご相談ください。

（担当：地域支援係　Tel 32-7111）

「ハートマちゃん」 ｢とまチョップ｣

苫
小
牧
市

限
定
２
種
類
‼
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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

養 成 講 座　お申込み・問い合わせは、成年後見支援センターまで
TEL32-7111　FAX34-8141

日　　　時　令和2年1月14日(火) ～令和2年3月10日(火)
全８回(2/11はお休み)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がある方

参　加　料　無料

事前説明会　令和元年12月13日（金）13:30 ～ 15:00　市民活動センターにて開催します。

申　込　み　「市民後見人養成講座受講申込書」を12/27(金)までに成年後見支援センターへ
　　　　　　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。

　　　　　　令和元年度、1回目の養成講座では20名の方が受講されました。
　　　　　　現在、10名の市民後見人が活躍中です。

成年後見制度とは　～みんなは一人のために～
と　　　き　令和元年10月19日(土)　13:30 ～ 16:00
と　こ　ろ　市民会館　小ホール
内　　　容　劇団社協　13：30～ 14：30　
　　　　　　現役の市民後見人や社協の職員で
　　　　　　劇団を作り、成年後見制度について
　　　　　　わかりやすく演劇を行ないます。
　　　　　　　制度解説　14：45～ 15：45
講　　　師　成年後見支援センター長　古川　義則
定　　　員　200名(定員になり次第締め切りとなります)

※とまチョップポイント100ポイントついてきます。
　お申込みは電話またはファックスにて
　成年後見支援センターまで
　電話　32-7111　FAX　34-8141

成年後見支援センター職員と劇団社協の仲間たち

市 民 後 見 人 養 成 講 座

成　年　後　見　講　演　会
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私たちは地域福祉の推進をサポートします

ボラセン・フェスティバル２０１9

北海道苫小牧市末広町3丁目9番21号

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。
期　間▶令和2年3月まで
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。
学習メニュー▶視覚障がい（点字学習／アイマスク体験）
　　　　　　　聴覚障がい（手話体験／疑似体験）
　　　　　　　肢体不自由（車イス体験／福祉用具学習）
　　　　　　　高齢者疑似体験　当事者の講話
　　　　　　　障がい者スポーツ（ボッチャ他）
　　　　　　　ボランティア教室

（市民ボランティア団体の協力による
ボランティア教室）

申込先▶ボランティアセンター TEL 84-6481（担当：田村）

福　　祉　　の　　学　　習

　ボラセン・フェスティバルは、苫小牧
市ボランティアセンターに登録している
個人・団体によるフェスティバルです。
　ボランティア活動をする側と支援を必
要とする側の交流と、ネットワークのさ
らなる広がりとボランティア・地域活動
の活性化を、共に目指します。

令和元年10月26日（土）10：00～15：00

対　象▶65歳以上の苫小牧市民の方
場　所▶市民活動センター
持ち物▶介護保険被保険者証（黄色の保険
　　　　証）、筆記用具、印鑑
内　容▶事業の説明、ボランティア活動の心
　　　　構え　登録手続き、手帳交付　他
問合先▶ボランティアセンター

TEL 84-6481（担当：一谷）

登録研修会 参加者募集

介護支援いきいきポイント事業

令和元年11月1日 （金）
10時～12時

市民活動センターにて開催します!!
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私たちは地域福祉の推進をサポートします

（一社）北海道警備業協会々員・（一社）北海道ビルメンテナンス協会々員・（一社）北海道消防設備協会々員

～日常生活自立支援事業～
生活支援員養成研修会のご案内

　社協では、高齢者や障がいを抱えた方が住みなれた地域で安心して生
活ができるように支援しています。
　利用者との契約に基づいて、社協に登録された「生活支援員」（現在２0
名）がお宅を訪問し、郵便物の確認や公共料金の支払いなどをお手伝い
しています。
　養成研修会を受講し修了すると「生活支援員」として登録されます。興
味をお持ちの方は、是非お申し込みください。

【申込み・問合せ】くらし支援課相談支援係（代表）TEL ３２－７１１１

①１１月１３日（水）１３：３０～　３時間程度
②１１月１４日（木）１３：３０～　３時間程度

※両日の受講が必須

日　　時

日常生活自立支援事業の概要、生活支援員の活動内容等内　　容
市民活動センター場　　所
無料受 講 料

定　　員 ３０名（定員になり次第締め切り）
申込期日 令和元年１０月８日（火）～３１日（木）※土日祝日除く

◇自家用車を使用し、
　月１～２回、各１時間程度の
　活動時間を確保できる方
◇福祉の活動に理解や関心の
　ある方
◇活動報酬は１時間９５０円
　＋交通費３００円

生活支援員の活動条件

と　　き　10月12日(土) 13:00 ～ 15：00
と こ ろ　多目的ホール(市民活動センター１階)
定　　員　70人 ※先着順、定員になり次第締め切り
対　　象　市内に在住・在学・在職している方
託　　児　1歳以上定員10人　※10月4日（金）まで要申込
料 　 金　無料
受付方法　電話、窓口、ホームページで

～映画とお話「ホームスイートホーム」～幸せいっぱいグループホームのお話

〒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　男女平等参画推進センター
　電　　　話　0144-32-3544　FAX　0144-37-2223
　ホームページ　http://www.tomakomai-shakyo.or.jp/danjo/danjo1.shtml

男女平等参画推進センター

業自 主 事 楢部一視の心のシネマ
な　ら　べ か　ず　し

お知らせ

HPはこちらからでも
アクセスできます

【今後の日程】
　10月17日（木）10：00 ～ 12：00
　11月21日（木）10：00 ～ 12：00
　12月19日（木）10：00 ～ 12：00
【場所】
　市民活動センター（若草町３－３－８）
　地域福祉課地域福祉第1係〈担当：佐々木〉

苫社協ふれあいサロン

申込不要！
初めての方大歓迎！

お気軽にご参加ください

ふまねっと運
動やゲームで

楽しく過ごし
ています♪
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皆様からの寄付が社会福祉に広く役立っています
～令和元年６月から８月までに寄せられたものです～（敬称略）

皆様の温かいお気
持ちに、心よりお礼
申し上げます。

私たちは地域福祉の推進をサポートします

（一社）北海道ビルメンテナンス協会々員
（一社）北 海 道 警 備 業 協 会 々 員

一般事業寄付金
・原　洋子　　　　　　　　　　　100,000円
・ハウスドゥ！苫小牧東店　　　　　450,000円
・長森正昭　　　　　　　　　　　 10,000円
・能登陽子　　　　　　　　　　　　5,000円
・慧釣会　　　　　　　　　　　　 18,302円
・苫小牧福島県人会　　　　　　　 50,000円
・双葉町町内会（夏祭実行委員会）　 30,000円
・TOMAJU建設産業イメージアップ委員会

29,200円

・笠原駒江　　　　　　　　　　　　　　3台

　　　　　　古切手　　　　　　　　　122ｇ
・株式会社セルオート
　　　　　　LEDエコラジmini　　　　　４台
・北海産業株式会社
　　　　　　リングプル　　　　　　　 10㎏
　　　　　　古切手　　　　　　　　　7.4㎏
・勇払和朗会
　　　　　　リングプル　　　　　　　8.2㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　　　13.4㎏
・柏木町町内会福祉部
　　　　　　拭き布　　　　　　　　3,316枚
　　　　　　紙オムツ等　　　　　　　218枚
・国際ソロプチミスト苫小牧はまなす
　　　　　　リングプル　　　　　　　5.65㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　　　26.9㎏
・有限会社杉山鉄工所
　　　　　　リングプル　　　　　　　4.1㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　　　1.1㎏
・桜木町町内会婦人部
　　　　　拭き布　　　　　　　　　 954枚
・北海道苫小牧工業高等学校生徒会
　　　　　　ペットボトルキャップ　　　32.3㎏
・苫小牧市福祉事業協会すえひろ保育園
　　　　　　ペットボトルキャップ　　　4.3㎏
・新開明野元町町内会悠愛会
　　　　　　リングプル　　　　　　　786ｇ
　　　　　　ペットボトルキャップ　　　95.2㎏
・日新草笛クラブ
　　　　　　リングプル　　　　　　　3.7㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　　　24.3㎏
　　　　　　拭き布　　　　　　　　 109枚
・住吉泉町内会
　　　　　　リングプル　　　　　　　 11㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　　　 75㎏
・スキルアップセンターとまこまい
　　　　　　ペットボトルキャップ　　　1.3㎏
・もえぎ町和朗会

　　　　　　リングプル　　　　　　　5.1㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　　　8.1㎏
・島田登喜子他有志
　　　　　　リングプル　　　　　　　3.1㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　　　2.8㎏
・三浦亮太・優翔　
　　　　　　リングプル　　　　　　　1.8㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　　　11.6㎏
・錦西宝寿会
　　　　　　リングプル　　　　　　　6.4㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　　　6.4㎏

・三井住友あいおい生命株式会社　40,000円

車いす

愛情銀行

・王子総合病院　レストランあびよん 2,508円
・緑町郵便局　　　　　　　　　　　9,994円
・コア電子株式会社　しらかば温泉湯

28,198円
・クローバー薬局元中野店　　　　　8,655円
・グランドホテルニュー王子日本料理こぶし

5,567円
・沖医院　　　　　　　　　　　　 14,984円

愛の小箱

・岩倉建設株式会社
　　　　　　ペットボトルキャップ　　　8.5㎏
・竹原勝男
　　　　　　シニアが拓く未来（書籍） 100冊
・春日清水町内会
　　　　　　リングプル　　　　　　　　2㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　　　10.5㎏
・苫小牧市立北光小学校
　　　　　　リングプル　　　　　　　8.3㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　　 31.2㎏
・日の出三光町内会（２回）
　　　　　　リングプル（合計）　　　 16.3㎏
・苫小牧視覚障害者福祉協会
　　　　　　拭き布　　　　　　　　 979枚
・北海道コカ・コーラボトリング株式会社
　苫小牧営業所
　　　　　　古切手　　　　　　　 1.675枚
・スナックエバ（２回）
　　　　　　リングプル　　　　　　 10.7㎏
　　　　　　拭き布（合計）　　　　　 810枚

物　品

民生委員・
児童委員功労者
（在職１５年以上）１９名

社会福祉施設
役員功労者

（在職15年以上）2名

会　　長　　渡　邊　敏　明　（新任）
副 会 長　　吉　本　俊　憲　（再任）

理　　事　　上　原　　　毅　（再任）
〃 　柳　沢　香代子　（再任）

〃 　井　上　　　哲　（再任）

〃 　福　島　　　修　（新任）
監　　事　　磯　部　伸　一　（再任）
〃 　小　玉　孝　幸　（新任）

常務理事　　佐　藤　　　仁　（再任）

苫小牧市社会福祉協議会
役　員　人　事

任期：令和元年６月２５日～２年以内

・松井　幸子（山手地区）

・山岸　陽子（中央地区）

・佐々木榮子（南地区）

・箱山千惠子（西地区）

・桐木　時子（大成地区）

・宮本　安子（大成地区）

・中原　洋子（大成地区）

・児玉千代子（緑ヶ丘地区）

・野下久美子（緑ヶ丘地区）

・池田　廣子（鉄北地区）

・池田　寛子（北地区）

・熊谷ひろ子（北沼地区）

・大川　芳子（北沼地区）

・片山　秀子（豊川地区）

・丹羽千代美（しらかば地区）

・平　　　拓（北新地区）

・長田　和博（錦岡東地区）

・門馬志津子（緑ヶ丘地区）

・竹中　麗子（中央地区）

・今川　建児（みやま福祉会）

・丹治　敏男（みやま福祉会）

会長顕彰受賞者一覧（敬称略）令和元年度北海道
社会福祉協議会
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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174号（令和元年7月）の答え：「生活支援」
合計65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
漢字が４文字
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：令和元年10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。

１０月１日から１２月３１日まで、赤い羽根
○○○○運動が全国一斉に始まります。
赤い羽根○○○○運動とは？

赤い羽根「○○○○」運動

お 知 ら せ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●事前にご自宅の鍵をお預
　かりし、依頼者の様子がお
　かしい（最近お顔を見てい
　ない・・・など）と思われる
　時に、その鍵でお家に入り
　安否確認する事業です。
●対象となる方は一人暮ら
　しの高齢者、身寄りがいない又は身寄りが遠方で預け
　られない方等です。
●鍵は24時間対応の福祉施設でお預かりします。
●鍵を取りに行く方は、予め依頼者が選んだ協力者です。
　協力者は家に入る時、必ず警察等と連絡をとり複数で
　入ります。
●この事業の利用料は無料です。
　　（問合・申込先）
　　　地域福祉第2係　TEL 32-7111＜担当：豊嶋＞　

　高齢や障がい等のため自力で
の除雪が難しく、かつ、親族や隣近
所の支援も見込めない世帯を対象に、ボランティアの協力
による除雪支援を行う事業です。
　ボランティア・利用者双方が相手を思いやる心で接しあ
うことで、支え合いの輪が広がります。

（問合先）ボランティアセンター
　　　　TEL84-6481 ／ FAX34-8141＜担当：豊嶋＞

大募集
雪かきボランティア令

和
元
年
度

活動期間…令和元年12月～令和2年3月まで。
活動場所…場所や担当件数等は社協と相談のうえ決
　　　　　定します。
活　　動…除雪車が入った時を目安に依頼者宅を訪
　　　　　問して無理のない範囲で実施していた
　　　　　だきます。
　　※個人又はグループ、ご家族、職場の皆さんで、
　　　ぜひご参加ください。

令和元年度
第２回「在宅介護者のつどい」
日　　時▶宿　泊：10月30日（水）9：45～
　　　　　　　　　　　　　　　　31日（木）12：00
　　　　　日帰り：10月30日（水）9：45～14：00
場　　所▶苫小牧市民活動センター（若草町３－３－８）

（宿泊　北湯沢ホロホロ山荘）
内　　容▶午前の部
　　　　　　　講話「認知症とわたし」
　　　　　　　講師 グループホーム柏木
　　　　　　　　　　管理者 大澤道枝氏
　　　　　午後の部
　　　　　　　ボッチャ体験
　　　　　　　社協 出前レクリエーション人気No.1！！

対　　象▶市内在住で現在、介護をされている方
定　　員▶宿泊２０名　日帰り１０名
参 加 費▶宿泊３，５００円、日帰り５００円（当日徴収）
申 込 み▶10月7日(月)～15日(火)までの先着順
　　　　　平日8：45～17：15に電話で受付けいたします。

（土・日・祝日除く）

在宅（自宅）で介護している方を対象に、悩
みや体験をもちより交流して、心身のリフ
レッシュをしませんか？

【申込み先】地域福祉課在宅福祉係
　　　　　電話３８－２２５１〈担当：坂口・遠藤〉

・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

ご案内
「かぎ預かり事業」の
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