
「みんなで力を合わせて頑張ったよ！」

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。

とまこまいとまこまい
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2020年（令和２年）1月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

　新年明けましておめでとうございます。
　皆様におかれましては、希望に満ちた新春をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。
　日頃より、社協の事業推進につきまして、温かい御支援と御協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、近年福祉を取り巻く環境はめまぐるしく変化しております。特に、ひとり暮らしの高齢者が増加するととも
に孤立化が進行し、生活支援の要望も多種多様化しております。
　本会では、昨年４月より、山手地域包括支援センターと南地域包括支援センターでの圏域に「コミュニティー
ソーシャルワーカー」を配置いたしました。また、「第2層生活支援コーディネーター」も同地域に配置し、誰もが住
み慣れた地域で、いつまでも安心して健康に暮らし続けていきたいという思いを実現するために、地域支え合い
活動における担い手の発掘・養成を推進し、更に各関係機関との連携・協働・ネットワークの構築を進め地域で
の支え合い活動を一層推進して参ります。
　一方、昨年は本会職員が一部事業の個人情報が記憶された記録媒体を紛失し、関係した方々に多大な御
心配をお掛けしましたことを深く反省し、あらためてお詫び申し上げます。
　当然ながら個人情報の管理徹底について注意喚起を促し、再発防止に努めて参ります。
　令和最初の新年を迎えるにあたり、皆様の益々の御健勝と御多幸を心より御祈念申し上げまして新年の御挨
拶とさせていただきます。

会 長  渡　邊　敏　明

社会福祉法人
苫小牧市社会福祉協議会　

今号の表紙：ボラセンフェスティバル2019オープニング（学校法人絆学園　青空幼稚園のみなさん）



私たちは地域福祉の推進をサポートします

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

　このフェスティバルは、ボランティアセンター登録個人・団体による、ボランティア活動者とその支援を受ける
側との交流と学び合いの場として、ボランティアネットワークの全市的広がりをめざし、平成28年度より開催、4
回目となる事業です。
　ステージ発表や体験コーナー、パネル展示、防災・キッズコーナー、物販コーナー、そして、売り上げすべてを
災害義援金とする「被災地応援食堂」などの部門を、多くのボランティアの皆さんと共に展開しました。
　今回被災地応援食堂で得た売り上げ46,510円は、令和元年台風19号災害義援金として苫小牧市共同募金委
員会へお送りしました。

苫社協ふれあいサロン開催中！

　昨年10月26日（土）に行われた『ボラセン・フェスティバル
2019』には、561名の子どもから大人まで多くの市民の皆様
に御来場いただきました。ありがとうございました。

ふまねっと運動やゲームで
楽しく過ごしています♪

【今後の日程】
１月1６日（木）10：00 ～ 12：00
２月２０日（木）10：00 ～ 12：00
3月19日（木）10：00 ～ 12：00
【場所】
市民活動センター（若草町３－３－８）

申込不要！
初めての方大歓迎！
お気軽に
ご参加ください

　今年度8月後半から、希望する市内各学校に出前授業として行わせ
ていただいております。できるだけ希望する授業が出来るように打ち
合わせをし、担当教諭・講師の方々の御協力をいただき理解を深めて

いく学習ができることを心がけておりま
す。
　どのような福祉学習にしたら良いのか
をご検討されているご担当教諭の皆様、
ぜひ社協へお気軽に御相談ください。

「福祉の学習」市内各校で展開中!!
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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
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

仏壇・仏具・御宮・神具
創 業 大 正 ６ 年

苫小牧市錦町2丁目1番17号
（ホテルドーミーイン横）
TEL（0144）32－2563・34－3615

私たちは地域福祉の推進をサポートします

　一昨年９月の北海道胆振東部地震に関し、苫小牧市からも多くの市民の皆さんが、
災害支援ボランティアとして被災地に応援に出向きました。
　もしも、苫小牧市で大規模災害が発生したら、私たち市民は被災者であると同時
に、復旧復興に向けて力を合わせていく貴重な人材ともなります。
　ボランティアセンターでは、防災ボランティア登録体制を整え、皆さんの参加をお
待ちしています。詳しくはお問合せください。
　TEL 84-6481（平日：8時45分～ 17時15分）
　E-mail:volucen@tomakomai-shakyo.or.jp　【担当／沖田・一谷】

　10月26日に行われたボラセン・フェスティバル、10月27日に行われた苫
小牧視覚障害者福祉協会主催音卓球交流会、12月1日から開始している雪
かきボランティアなどに、多くの中・高生が参加し、活躍してくれています。

防災ボランティア登録者募集中

中学生・高校生、大活躍

援 助 経 費 講師等の謝礼

援助の決定 学習活動の目的や内容等を審査し、年度の予算の範囲内で援助金額を決定します。

【お問い合わせ】　苫小牧市男女平等参画推進センター
電話：32-3544 ／ Fax：37-2223
〒053-0021 苫小牧市若草町3-3-8 市民活動センター内
E-mail danjo00@tomakomai-shakyo.or.jp　 URL 　http://www.tomakomai-shakyo.or.jp
受付時間：8時45分～ 20時30分（土曜17時以降・日曜・祝日・年末年始を除く）

対　象　者
対 象 活 動

当センターで学習会を開催する団体及び活動する団体など
　※営利目的や学校・企業が主催のもの、趣味的な活動、宗教・
　　政治的意図のあるものなどは対象外となります。

HPはこちらからでも
アクセスできます

～男女平等参画の推進を目的とした学習会や講演会に対して援助します～

女性団体等の学習活動を応援しますお申込みは
お早めに！！

！
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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

あんしん

私たちは地域福祉の推進をサポートします

例
え

ばこ
んな
個人の

困りごと

困っ
たと
きは
おたがいさま地域で助け合う活

動
つ
く
り

生活支援

スーパーが遠いの！
買い物に行くのが
大変になってきた

灯油ポリタンクが
重たくて給油が
できない

誰かと話したり
交流を持ちたい

電球や庭木の剪定、
雪かきができなく
なってきた

生活支援コーディネーターとは？
高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的とし、地域において、
生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能（主に資源開発やネッ
トワーク構築の機能）を果たす人のこと。

・年齢、不自由さなどに関わらず制度の狭間で困っている方々を支援していきます。
・地域の中で様々な困りごとを抱える方を、関係機関や地域の方々と一緒に支える取り組みや　
　活動をつくっていきます。

CSWの役割って？

CSW困ったときの相談は コミュニティーソーシャルワーカー

（連絡先）
苫小牧市社会福祉協議会
地域福祉課　☎32-7111

ＣＳＷ
コミュニティーソーシャルワーカー

困った！

相談

困った！の例
・子育てに悩んでいる
・ご近所に心配な方がいる
・福祉サービスを利用したいが…
・頼れる人が近くにいない
・家族の引きこもりが心配
・介護で悩んでいる
・身近な地域で知り合いを
　つくりたいなどなど… 福祉制度やサービス、

地域活動などにつながります

支え合い助け合いの輪をひろげます
！

みんなが
地域で安心して暮らす♪

調整・連携

個人の困りごとは、地域の困りごとと
してつながっています。地域のみんな
で「助け合い・支え合う」活動を一緒に
つくりましょう♪

のわたしたちへ
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私たちは地域福祉の推進をサポートします

苫小牧市共同募金委員会

やさしい気持ちをありがとう
　昨年10月1日から12月31日まで実施の「赤い羽根共同募金運
動」と、12月1日から12月31日まで実施致しました「歳末たすけあ
い運動」は、町内会をはじめ企業、老人クラブ、民生委員、福祉団体、
ボランティア他、多くの皆様の御協力により無事に終了することが
できました。

　街頭募金や町内会・企業・学校での募金の他、とまこまい港まつり会場での
募金、苫小牧市限定寄付金付きバッジの販売など、様々な募金活動を行いま
した。
　皆様からお寄せいただいた募金は、令和2年度に市内で福祉活動を行う団
体やグループの活動資金として助成されます。助成を希望される団体やグ
ループからの申請に基づき、今後開催される審査委員会で助成が決定する予
定です。

　街頭募金や町内会での募金、企業による募金などを行いました。
　皆様からお寄せいただいた募金は、民生委員の協力により、市内の要支援
世帯や里親世帯への見舞金、一人住まいの高齢者へのおせち料理の配食、寝
たきり高齢者への出張理容に助成する他、地域共同作業所等への義援金とし
て活用させていただきます。

赤い羽根共同募金運動

歳末たすけあい運動

　市内に、飲料の売り上げの一部が赤い羽根の寄付になる自動販売機が現在15
台設置されています。
　飲み物を購入すると募金につながる仕組みです。身近な社会貢献として、また
企業の社会貢献として、募金付き自動販売機をぜひ御活用ください。

募金付き
自動販売機
設置場所

赤い羽根募金付き自動販売機の設置

▶出光高丘寮・新明寮（2台）

▶美々川福祉会
▶ワークセンターるーぷひので
▶風花の会（市民活動センター）
▶スズキ苫小牧納整センター
▶岩倉建設㈱苫小牧本店
▶苫小牧澄川病院

▶北海道リサイクルセンター㈱

▶日本軽金属㈱苫小牧製造所
▶豊月フードD Vian店
▶ふれんど高齢者複合型施設Ⅲ
▶北海道石油共同備蓄㈱
▶フルハーフ北海道㈱

▶ＪＲ苫小牧寮



6

～社協会費への御協力ありがとうございます～

苫小牧市社協特別会員２号会員の御紹介（敬称略）
令和元年１１月３０日現在

日本珠算連盟苫小牧支部

「そろばんは頭の体操」
双葉教室・双葉町2丁目7―15
明野教室・明野柳町総合福祉会館内
事務局でんわ　0144―33―3237
携帯でんわ　090―2059―6254

雑誌、書籍、教科書、文具、事務用品
OA機器、図書館用品、家庭学習教材

本　　店　苫小牧市新富町1丁目8番19号
FAX72－5110
☎32－0658

沼の端店　苫小牧市沼ノ端中央3丁目3番12号　 ☎55－0072
ステイ店　苫小牧市三光町5丁目6番4号

☎72－8955

私たちは地域福祉の推進をサポートします

◇アートスタジオＮＯＮ、◇㈱Ｉ・ＴＥＣソリューションズ、◇青地建設工業㈱、◇㈱秋村組、◇あさひ印刷㈱、◇㈱阿部工業所、
◇阿部商事㈱、◇㈱阿部文具、◇粟野建設㈱、◇㈱アングル、◇㈱伊尾自動車、◇糸井南浜菊クラブ、◇㈱胆振、◇今成興業㈱、
◇㈱イワクラ、◇岩倉海陸運輸㈱、◇岩倉化学工業㈱、◇岩倉建設㈱、◇上田会計事務所、◇王子製紙㈱、◇王子総合病院、
◇王子不動産㈱、◇㈱大久保測量、◇㈱大滝組、◇㈱岡部工務店、◇沖医院、◇㈱開発ストア、◇カクサダクリーニング㈱、
◇川口建設工業㈱、◇㈱カンシャス、◇北澤建設工業㈱、◇北日本エクスプレス㈱、◇鬼頭木材工業㈱、◇協伸運輸㈱、
◇栗林海陸輸送㈱、◇栗林機工㈱、◇㈲ケア・サービス苫小牧、◇経費老人ホームアドーネス園、◇鴻野建設㈱、
◇サニー事務器㈱、◇㈱三商、◇㈱三和不動産、◇シバタ技術コンサルタンツ㈱、◇住拓工業㈱、◇新成運輸㈱、◇㈱しんどう、
◇新和産業㈱、◇㈱須田製版、◇㈲スマイル保険企画、◇㈱住吉組、◇生活協同組合コープさっぽろ、◇世紀東急工業㈱、
◇盛興建設㈱、◇㈱清野土木、◇㈱セルオート、◇第三運輸㈱、◇大翔興業㈱、◇大進建設㈱、◇㈱たいせい、◇高田法律事務所、
◇㈱高橋商店、◇㈱瀧澤電気工事、◇㈱田中組、◇㈱タナカコンサルタント、◇タマガワ塗装㈱、◇樽前山観音寺、
◇㈱ちばふとん店、◇中央院、◇綱木保利税理士事務所、◇ＤＩＣ北日本ポリマ㈱、◇道央佐藤病院、◇道南青果㈱、
◇道路建設㈱、◇道路工業㈱、◇(一社)徳寿会、◇特別養護老人ホームアポロ園、◇苫ガス燃料㈱、◇㈱苫小牧エージェンシー、
◇㈱苫小牧エネルギー公社、◇苫小牧王子紙業㈱、◇(一社)苫小牧風花の会、◇苫小牧ガス㈱、◇㈱苫小牧協和サービス、
◇苫小牧栗林運輸㈱、◇とまこまい広域農業協同組合、◇苫小牧港開発㈱、◇㈱苫小牧再資源センター、◇苫小牧市遺族会、
◇(福)苫小牧慈光会、◇苫小牧市手をつなぐ育成会、◇(福)苫小牧市福祉事業協会、◇苫小牧市民生委員児童委員協議会、
◇苫小牧商工会議所、◇苫小牧信用金庫、◇㈱苫小牧清掃社、◇苫小牧地区トラック事業共同組合、◇苫小牧埠頭㈱、
◇苫小牧弁当仕出協同組合、◇苫小牧保険設計㈱、◇苫小牧緑ヶ丘病院、◇苫小牧木材港運㈱、◇苫小牧ヤクルト販売㈱、
◇苫重建設㈱、◇㈱とませい、◇㈱とまビルサービス、◇トヨタ自動車北海道㈱、◇㈱中島土建、◇ナラサキスタックス㈱、
◇㈲成川板金工業所、◇西尾木材㈱、◇錦岡保育園、◇日専連パシフィックとまこまい、◇日本梱包運輸倉庫㈱、
◇日本製紙北海道サポート㈱、◇日本通運㈱、◇楡建設㈱、◇ニワ建設㈱、◇野田餅店、◇㈱花よし生花店、
◇ビケンビルサービス㈱、◇(福)美々川福祉園、◇㈱ふくしサービス、◇不二工業㈱、◇フジタ産業㈱、◇㈱古畑電機、
◇北旺運輸㈱、◇ホクニチ㈱、◇北海道宇部運送㈱、◇北海道エネルギー㈱、◇北海道エネルギー輸送㈱、
◇北海道クリーン開発㈱、◇北海道コカ・コーラボトリング㈱、◇北海道ビル綜合管理㈱、◇北海道防疫燻蒸㈱、
◇北海土建工業㈱、◇ホテルウィングインターナショナル苫小牧、◇㈱ホベツ運輸、◇前田測量㈱、◇㈱松浦組、
◇㈱まるい弁当、◇㈱丸弘電化センター、◇マルトマ苫小牧卸売㈱、◇丸彦渡辺建設㈱、◇㈱丸松博愛舎、◇㈱水堀組、
◇㈱三星、◇三ツ矢建設工業㈱、◇㈱ミヤケン、◇㈱モリ、◇八起㈱、◇㈱山口技研コンサルタント、◇㈱山口工業所、
◇山本浄化興業㈱、◇㈱吉本仏壇店、◇(福)緑星の里、◇㈱渡辺工務店

　会員の皆様から納入いただいた会費は、「安心・安全・福祉のまちづくり」を進め
るための貴重な財源として、高齢者福祉事業や地域福祉事業などに活用しており
ます。御協力をお願い致します。
　■特別会員・・・１号会員（個人）　　 年間一口   500円
　　　　　　　 ２号会員（法人・団体）年間一口1,000円
　■普通会員・・・各町内会から町内会加入世帯分　年間一世帯50円

【社協会員・会費の御案内】
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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9月から11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

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

一般事業寄付金
・渋谷敏昭　　　　　　　　　　 2.358円
・光洋いきいきクリニック　　　 20,000円
・今田ケイ子　　　　　　　　300,000円
・沼田カラオケ教室　　　　　　20,000円
・星川音楽事務所　　　　　　 30,000円
・植苗ファミリーセンターまつり実行委員会

　7,000円
・男女平等参画推進センター

サークル協議会　35,534円
・匿名　6件　合計　　　　　　262,968円

・トヨタカローラ苫小牧㈱　　　　　　 2台
・ザ・ノースカントリーゴルフクラブ　　 2台

・新開明野元町町内会悠愛会
　　　　　　リングプル　　　　　 2.5㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ

　217.1㎏
・日の出三光町内会
　　　　　　リングプル　　　　　 3.5㎏
・苫小牧市立啓明中学校生徒会
　　　　　　リングプル　　　　　18.7㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ

108.7㎏
・ザ・ノースカントリーゴルフクラブ
　　　　　　幼児向フリースマント　30着
・公明党苫小牧西連合
　　　　　　リングプル　　　　117.3㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　386㎏
・正法寺花園女性部
　　　　　　リングプル　　　　　 54㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ

158.5㎏
・長岡造園㈱緑ヶ丘公園展望台
　　　　　　リングプル　　　　　11.5㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ

47.2㎏
・日吉町町内会婦人部
　　　　　　拭き布　　　　　　2,508枚
　　　　　　紙おむつ　　　　　　215枚
　　　　　　尿取りパット　　　　 168枚
・男女平等参画推進センター
　サークル協議会
　　　　　　リングプル　　　　　 2.1㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　 7.6㎏
　　　　　　使用済切手　　　　　1.0㎏
・宮の森町内会女性部
　　　　　　拭き布類　　　　　1,700枚
　　　　　　ステテコ　　　　　　　 2枚
　　　　　　晒　　　　　　　　　　2反
・元中野町内会婦人部
　　　　　　拭き布　　　　　　1,500枚
　　　　　　シーツ　　　　　　　 65枚
　　　　　　毛布　　　　　　　　　5枚
・萩原典子
　　　　　　未使用の毛布類　　　　8枚
　　　　　　折畳傘　　　　　　　　2本

・金　チエ　　リングプル　　　　　1.6㎏
・松緑神道大和山苫小牧教区婦人会
　　　　　　ペットボトルキャップ

61.8㎏
・幸町町内会婦人部
　　　　　　拭き布　　　　　　1,778枚
　　　　　　紙おむつ　　　　　　　66枚
　　　　　　尿取りパット　　　　　104枚
・苫小牧川沿郵便局
　　　　　　古切手　　　　　　　800ｇ
・がちゃぽん苫小牧店
　　　　　　リングプル　　　　　17.6㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ

　89.1㎏
・学校法人原学園苫小牧中央高等学校生徒会
　　　　　　リングプル　　　　　 8.1㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ

　114.9㎏
・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

　32.8㎏
・日の出三光町内会婦人部
　　　　　　紙おむつ　　　　　　 88枚
　　　　　　尿取りパット　　　　　224枚
・明徳４丁目７Ｂ区自治会
　　　　　　リングプル　　　　　 4.7㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ

　14.4㎏

・川崎　尚　　　　　　　　　　30,000円

車いす

愛情銀行

・軽費老人ホーム樽前慈光園　　 3,570円
・苫小牧川沿郵便局　　　　　　23,228円

愛の小箱

・苫小牧市福祉事業協会すえひろ保育園
　　　　　　リングプル　　　　　 4.5㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ

10.4㎏
・日吉町明和会
　　　　　　リングプル　　　　　 2.8㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　 2.0㎏
・船見町港北町内会婦人部
　　　　　　拭き布類　　　　　2.175枚
　　　　　　リングプル　　　　　 6.0㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　　30㎏
・岩倉建設㈱若草南改良工事
　　　　　　リングプル　　　　　 6.3㎏
・青藍会
　　　　　　トイレットペーパー

2,400ロール
・春日清水町内会
　　　　　　リングプル　　　　　 6.6㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ

28.6㎏
・山田あきと
　　　　　　リングプル　　　　　 2.3㎏
・苫小牧あすなろ会
　　　　　　リングプル　　　　　 4.0㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　 6.8㎏

物　品

令和元年度　全国社会福祉協議会 会長表彰受賞者一覧

・民 生 委 員 ・ 児 童 委 員 功 労　１名　　松村　順子（錦岡東地区）

・社会福祉法人・福祉施設功労　２名　　阿部　哲夫（錦岡福祉会）　北角　忠男（錦岡福祉会）

・永年勤続功労（民生委員・児童委員）　２名　　石井　政子（南地区）　　　大槻　克二（北沼地区）

生徒募集中！　　無料体験・見学OK！
苫小牧市双葉町3丁目10-15　0144-31-6377　tanz@tanz-dance.com

（敬称略）
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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175号（令和元年10月）の答え：「共同募金」
合計74名の御応募をいただきました。ありがとうございました。

○○○には
アルファベット
3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：令和２年１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。

　みんなが地域で安心して暮らす。支え
合い助け合いの輪を広げます。困ったとき
の相談は、○○○のわたしたちへ

「 ○ ○ ○ 」

・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

～みんなは一人のために～　10/19(土)13:30から市民
会館小ホールで市民講演会を
行ないました。悪天候の中、沢
山の方にご来場頂き、ありが
とうございました。今回は、社
協職員や市民後見人の方達
で劇団を結成し、成年後見の
演劇を行い無事成功して終わ
ることが出来ました。

A whole New world ♪

私
の
い
き
が
い
は
ね…

…

みんなであなたをサポートします！

写
真
提
供
／
苫
小
牧
民
報
社


	176号P1
	176号P2
	176号P3
	176号P4
	176号P5
	176号P6
	176号P7
	176号P8

