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2020年（令和２年）７月きらきら輝く地域のために

社協だより

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。

赤い羽根　寄付金付き

詳しくは紙面５ページをご覧ください。
ピンバッジ登場！ピンバッジ登場！

今号の表紙：昨年の地域活動のようす

【北海道デザイン】
7月下旬登場予定

「シロクマ親子」
（実寸25mm）

【苫小牧市限定デザイン】
２種類

『ハートマちゃん』
（社協マスコット）

（実寸26mm）
「とまチョップ」
（実寸26mm）

「地域が変わると明日が変わる！
地域繋がりの輪を皆さまとともに！」

「地域が変わると明日が変わる！
地域繋がりの輪を皆さまとともに！」
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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

みんなでつくる支え合いのまちづくりに向けて
生活支援コーディネーターは

「気になること」と「やりたいこと」をつなぎます！

～見る・広める～ ～聞く・知る～
地域の活動や集まりにお邪
魔させていただき社会資源
を把握・情報発信します！

～つなげる～

地域の困り事やあったらいい
なと思うことを把握します！

地域のネットワークづくりを築きながら
居場所づくりの継続的な支援や

新しいサービスを立ち上げていきます！

近所で気になる
人がいる…。

地域資源や
ボランティア活動
を紹介します

地域の困りごとと
地域の活動を
マッチング！

みんなが集まれる
居場所をつくりたい！
もっと交流したい！

４月から第２層生活支援コーディネーターが追加となりました！

●第2層生活支援コーディネーター 新たに３名担当になりました！
担当：新田(南・山手地区圏域)　 加藤（東・明野・中央地区圏域）  那須（西・しらかば圏域）

・地区のニーズや社会資源の把握！関係者のネットワーク化！
・生活支援担い手の養成、サービス開発！
・行政からの情報提供や意見交換の促進！

●第1層生活支援コーディネーター
　担当：千寺丸（苫小牧市全域）

連
　
携



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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私たちは地域福祉の推進をサポートします

CSW（コミ
ュニティ・

ソーシャル
・ワーカー

）ってなに
？

こんな困りごとはありませんか？

などなどの困りごとを
コミュニティ

C
ソーシャル

S
ワーカー

W
にご相談ください！

どんな制度があるか知り
たいけど、どこに聞けば
いいの？

心配な方が近所にいるん
だけど、どう対応したら
いいの？

年齢関係なく、一人ひとりの生活や想いに寄り添い、お住ま
いの地域に出向き、暮らしの中での困りごとや不安なこと等
の解決に向けて、周りの皆さんと一緒に考えながら取り組ん
でいくのがCSW（コミュニティ・ソーシャル・ワーカー）です。

お
問
い
合
わ
せ
先

苫小牧市社会福祉協議会　
　　　　地域福祉課　地域福祉第１係
　〇第１・２層生活支援コーディネーター
　　　　　　　　千寺丸　新田　加藤　那須
　〇コミュニティソーシャルワーカー
　　　　　　　　　　　佐々木　高森　我妻
　　　　TEL: ＴＥＬ：32-7111  ＦＡＸ：34-8141
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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

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

★相続のことで…★認知症のことで… ★銀行に言われた…★障がいのことで… ★身寄りがいない…★身寄りはいるけど…

苫小牧市成年後見支援センターでは、成年後見制度の利用について、直
接相談を受けたり説明をするために、センター職員が伺います。町内会、
職場、グループの集まり等々、どこへでも伺います。

担当：成年後見支援センターまで TEL 38－7291

成年後見に関する
出張相談・出前講座

　市民後見人及び後見支援員等が会員として登録し、会員相互の信頼
関係構築と後見支援等の技能向上を目的として組織されました。フォ
ローアップ研修では、成年後見制度やケース検討を行い、市民に信頼さ
れる成年後見人を目指しています。又、会員交流会を行い、会員相互の
絆づくりによって、気軽により相談できる関係を目指しております。

苫小牧市後見
支援員等連絡会とは

　一般の市民の方が成年後見支援センターで年2回、実施する市民後見
人養成講座を受講し、更に1年程度の実務研修修了後、苫小牧市社会福
祉協議会が法人後見人の辞任、市民後見人の選任の申立を家庭裁判所
に行い、審判により公式に市民後見人として個人で受任し活動していま
す（実務研修とは成年後見支援センターに登録し、苫小牧市社会福祉協
議会が法人として受任したケースの後見支援員として実際の後見業務
を担当します）。

市民後見人と
後見支援員とは

フォローアップ研修の写真：沢山の方が参加され後見
制度の勉強中です

交流会の写真：恒例の成年後見YES・NOクイ
ズ王は誰だ？は毎回、白熱!?

市民後見人 田辺　雅子さん
　月に1～2度、訪問させて頂き、いつもと変わりはないか？ 困ったことはないか等、お話
ししたり生活の様子を見せて頂いたりします。
　入院したり、施設入所する場合は、ケアマネジャー、社会福祉士等、関係機関の方々と連
携をして、その後の生活もスムーズに続けていけるよう支援して行きたいと思います。

後見支援員 桑田　光幸さん
　後見支援員としての担当の依頼があり、被後見人との関係が保たれていけるのか不安
でいっぱいでしたが、入院先へ訪問、被後見人は認知症が進んでいて対話がうまく取れな
い状態の方でした。これから支援する為に良い関係を築き、本人に寄り添いながら安心な
入院生活を送れるように支援していかなければと思いました。3月に転院が決まり、介護療
養型医療施設へ入院になりました。支援員として本人に寄り添い判断力が不十分な方と
のコミュニケーションを充分に取りながら支援して行けるように頑張りたいと思います。

現
役
の
市
民
後
見
人
、

　
　
支
援
員
の
活
動
報
告
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地域から信頼される電気工事会社を目指します

一本松電気工事株式会社
苫小牧市一本松町8番地2
TEL（0144）53－8155

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

・行事用テント設置事業(4町内会)
・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
・学童生徒ボランティア指定協力校事業
・在宅介護者リフレッシュ事業
・ペット一時預かりボランティア事業
・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

1,945,753円

私たちは地域福祉の推進をサポートします

福祉施設の整備に
(車両・機器購入) 1,920,000円
・特別養護老人ホーム　陽明園

担当/苫小牧市共同募金委員会 ℡32－7111

赤い羽根 共 同 募 金
　令和元年度、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1,150,000円

・苫小牧聴力障害者協会
・苫小牧視覚障害者福祉協会
・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
・北海道小鳩会苫小牧分会　
・北海道自閉症児者親の会苫小牧支部
・じゃがいもクラブＨ・Ｃ
・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
・苫小牧要約筆記サークルつえーる
・苫小牧傾聴ボランティアアガペーの会
・希勇心７Ｈ
・苫小牧身障者洋陶サークル雅会

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

・苫小牧市町内会連合会
・子ども総合支援ネットワーク
・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
・ハマ遊の会

・キッズリズム
・BeBeリズム
・わくわくリズム
・苫小牧風花の会
・苫小牧市子ども会育成連絡協議会

・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
・北海道難病連苫小牧支部
・苫小牧身体障がい者福祉連合会

★「初音ミク」寄付金付きピンバッジも７月下旬登場！
〈取扱い・問合せ〉苫小牧市共同募金委員会
　　　　　　　市民活動センター内TEL:32-7111

今年も寄付金付きピンバッジが登場します！ 製
作費を除いた額が赤い羽根へ寄付されます。皆
様のご協力よろしくお願いいたします。

【苫小牧オリジナル】
取扱い中

「とまチョップ」 「ハートマちゃん」

【北海道デザイン】
7月下旬登場予定

「シロクマ親子」

500円各

寄付金付きピンバッジのお知らせ20
20
年

赤い
羽根
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〒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

私たちは地域福祉の推進をサポートします

期　間　令和３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）

▶ボランティア教室
　（ボランティア団体等の協力による講話や体験学習）
▶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。

男女平等参画推進センターからのお知らせ

我慢しないで！すぐ相談！！
日々のさまざまな生活への不安やストレス
小さな悩みはいつか大きな不安や恐怖となり

暴力という形なります

【ドメスティックバイオレンス】

DV相談＋プラス　内閣府窓口
URL：https://soudanplus.jp/

【児童虐待】

一人で悩みを抱え込んでいませんか？
～まずは相談してみましょう～

◆女性弁護士による無料法律相談◆

電話0144－32－3544 
苫小牧市若草町3丁目3番8号
市民活動センター4階
←HPはこちらです

弁護士 竹田　美由紀　氏
　　　　（とまこまい総合法律事務所）
と　き ７月１６日（木）１８時～２０時
　　　　　　　　※１人あたり２０分以内
定　員 5名程度
申　込 開催月の広報とまこまいに掲載
　　　　月初めより電話受付による先着順（予約制）
お問い合わせ：男女平等参画推進センター

家庭・離婚問題、雇用問題や職場での
さまざまなトラブル
女性の人権や男女平等に関わる相談を
弁護士がお受けします

DV（ドメスティックバイオレンス）はすぐ相談！

電話：0120－279－889（24時間受付）
つなぐ はやく

児童虐待はちいさな悩みのうちに相談してみましょう
児童相談所虐待対応ダイヤル「１８９」通話料無料

福祉の職場をお探しの方と人材を求めている事業所の橋渡しをお手伝いいたします。

苫小牧市福祉人材バンク
手続きはネットで簡単！
完全無料！ https://www.fukushi-work.jp/

お問合せ・ご相談　社会福祉法人　苫小牧市社会福祉協議会

苫小牧市福祉人材バンク TEL ０１４４－３２－７１１１

厚生労働大臣の認可を得て
行っている無料職業紹介所です
(許可番号０１－ム－１９０００１)

福祉のお仕事
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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２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

　　　　　　ペットボトルキャップ
2.2 ㎏

・新開明野元町町内会悠愛会
　　　　　　リングプル　　　　　 1.5 ㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ

97.5 ㎏
・正法寺花園女性部
　　　　　　リングプル　　　　　33.1 ㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ

125.9 ㎏
・㈱とませい
　　　　　　リングプル　　　　　 5.9 ㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ

171.7 ㎏
　　　　　　古切手　　　　　　　626ｇ
・春日清水町内会
　　　　　　リングプル　　　　　 5.7 ㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ

23.0 ㎏
・スナックエバ　5回
　　　　　　拭き布合計　　　　3,635 枚
・苫小牧市福祉事業協会すえひろ保育園
　　　　　　リングプル　　　　　　226ｇ
　　　　　　ペットボトルキャップ

12.2 ㎏
・田中正博
　　　　　　リングプル　　　　　 2.0 ㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ

4.6 ㎏
・川沿町町内会青少年部
　　　　　　お菓子　　　　　　80人分
・日専連パシフィック女性会
　　　　　　リングプル　　　　　 5.9 ㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ

8.4 ㎏
　　　　　　古切手　　　　　　　685g
　　　　　　タオル　　　　　　　 50枚
　　　　　　布巾　　　　　　　　20枚
　　　　　　バスタオル　　　　　 10枚
　　　　　　雑巾　　　　　　　　111 枚
・ＭＯＡ苫小牧　3回
　　　　　　手作りマスク合計　　240 枚

物　品　等　

一般事業寄付金
・男女平等参画推進センター

サークル協議会
1,000 円

・苫小牧聖ルカ幼稚園　　　　 28,054 円
・吉村清一　　　　　　　　　 30,000 円
・入江兄二　　　　　　　　　　3,388 円
・匿名　　　　　　　　　　　 10,000 円
・ナカイムキ工機　　　　　　 26,133 円
・一般社団法人徳寿会　　　　500,000 円
・山谷寿郎　　　　　　　　　 50,000 円

・㈱桐井産業俊友会
　　　　　　リングプル　　　　　 2.0kg
　　　　　　ペットボトルキャップ

2.9kg
・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

34.7 ㎏
・苫東石油備蓄㈱
・北海道石油共同備蓄㈱
　　　　　　リングプル　　　　　30.1kg
　　　　　　ペットボトルキャップ

　149.4kg
　　　　　　古切手　　　　　　1,497 枚
・札幌少年友の会苫小牧支部
　　　　　　古切手　　　　　　　169ｇ
・㈱岩倉建設
　　　　　　ペットボトルキャップ

9.5 ㎏
　　　　　　古切手　　　　　　 373 枚
・㈱シーヴイテック北海道
　　　　　　傘　　　　　　　　　20本
・SNACK連
　　　　　　リングプル　　　　　 6.7 ㎏

●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

■ディジーフラワーホールやすらぎ
■ひ　な　ぎ　く　斎　場　緑　ケ　丘
■ひ な ぎ く 斎 場 あ す な ろ
■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

・炭火焼肉　清山匠
・㈱DUAL　LIFE
・おみやげ屋海の香
・貝賊牡蠣屋海の家
・おおとりスポーツ
・宮永商店
・ALSアルス美原店
・道の駅ウトナイ湖
　　　　　　不織布マスク　　 30,000 枚
・一般社団法人徳寿会
　　　　　　リングプル　　　　　11.3 ㎏
　　　　　　古切手　　　　　　1,321 枚
・もえぎ町和朗会
　　　　　　リングプル　　　　　 7.7 ㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　3.8 ㎏
・田中満次
　　　　　　リングプル　　　　　13.1 ㎏
・ボランティアサークルゆのみ
　　　　　　リングプル　　　　　　260ｇ
　　　　　　ペットボトルキャップ　2.1 ㎏
　　　　　　毛糸のたわし　　　　 70個

愛情銀行
・山谷寿郎　　　　　　　　　 50,000 円
・匿名　　　　　　　　　　　 10,000 円

愛の小箱
・カフェはんず　　　　　　　　 6,752 円
・市民活動センター受付　　　 17,326 円
・コア電子㈱しらかば温泉湯　　45,883 円
・鳥市　　　　　　　　　　　 21,498 円
・苫小牧風花の会市役所売店　　6,373 円

★令和2年度 苫小牧市社会福祉
　協議会 事務局人事

退職（3月31日付）
松　島　　茂　夫参与
持　田　　実乃里地域福祉課地域福祉第 1係事務員
三　河　　敏　規成年後見支援センター相談員
坂　口　　朝　子地域福祉課在宅福祉係主任ケアマネジャー

採用（4月1日付）
那　須　　智　孝地域福祉課地域福祉第 1係事務員
我　妻　　真　吾地域福祉課地域福祉第 1係事務員
加　藤　　侑　大地域福祉課地域福祉第 1係事務員
新　田　　朋　章地域福祉課地域福祉第 1係事務員

異動（4月1日付）
小　倉　　正　哉総務課長
櫻　井　　宏　樹地域福祉課長
榎　本　　洋　江くらし支援課長
豊　嶋　　和　宏くらし支援課相談支援係主査
門　傳　　純　子地域福祉課地域福祉第２係
石　井　　奈穂美くらし支援課地域支援係
大　島　　都　美地域福祉課在宅福祉係

高　橋　　泰　範苫小牧市福祉部
出向（4月1日付）

坂　口　　朝　子地域課在宅福祉係ケアマネジャー
再任用（4月1日付）

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

皆様の温かい
お気持ちに
心よりお礼を
申し上げます。
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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177号（令和２年4月）の答え：「バンク」
合計82通の御応募をいただきました。ありがとうございました。

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電話番号を全て明記のうえ、「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。

　令和２年度に1階から2階に引っ越しした、セン
ターや係は？
　どれか一つだけお答えください。

「○○○○○○○○○○」
「○○○○○○○」

・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
・成年後見支援センター　　　Tel 38-7291
・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

引っ越しました！
成年後見支援センター
地域福祉第１・2係

期　間：令和3年3月31日までの間
対　象：小学生以上の方（小学生は保護者同伴）
内　容：約40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、
　　　　　　　　　　専用用紙にて申し込みください。
問合先：TEL84－6481（担当：田村）

参加者募集中

　令和２年度のスタートと同時に、成
年後見支援センター、地域福祉第１
係（生活支援コーディネーター・コ
ミュニティーソーシャルワーカー・サ
ロン・福祉レク物品貸出など）、地域
福祉第2係（ボランティアセンター）
が、１階から２階に引っ越しとなりまし
た。

　１階受付近くのエレベーターか階段で２階に上がり、廊下を進むとまず右側にボランティアセ
ンターが、さらに奥へ進むと左側に成年後見支援センター・地域福祉第１係がございます。ご来館
の際はぜひお立ち寄りください！

成年後見支援センター・地域福祉第１係の
入口

地域福祉第２係（ボランティアセンター）
入口
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