
サロンを再開して、再会して

今こそ繋がりを大切に！ 今号の表紙：昨年のサロン活動の様子

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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2021年（令和3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

　新しい年を迎えられたことを心よりお慶び申し上げます。日頃より苫小牧市社会福祉協議会に対しまして、温
かい御支援、御協力を賜り感謝申し上げます。
　さて、昨年の新型コロナウイルス感染症によってさまざま影響を受け、日常生活や経済活動は大きく様変わり
し、新しい生活様式という言葉も生まれました。
　感染防止のために、密集・密閉・密接という、いわゆる「３密」を避けなければなりませんが、人と人との距離を
縮めることに努めてきた社協としては、ソーシャルディスタンスな距離を保つことがそのまま心と心の距離になって
はいけないと考えております。
　また、外出を自粛し家で過ごす生活が長く続いていることから、自宅で少しでも気分転換を図っていただける
様に、昨年５月から毎月「おうちで楽しめーる便」を作成し、お届けしております。また、新たな取り組みとして、ペッ
トがいることで入院できないなどの不安解消のため、ボランティアが一時的にペットを預かる「犬・猫一時預かり」
を開始するなど、地域の支えあい活動を推進して参りました。
　人と人がつながり、以前のように活発な活動ができるよう今年も地域福祉活動を応援していきたいと考えてお
ります。
　新型コロナウイルスの影響を大きく受けた新年のスタートとなりましたが、「ともに支えあい、みんなの笑顔が見
えるまちづくり」の実現に向け、地域福祉を推進する中核的な民間福祉団体として、皆さま方のお力添えをいた
だきながら、その使命を十分に発揮できるよう役員・職員が一丸となり、精一杯の努力を重ねて参りたいと考えて
おります。皆さま方の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げまして、新年の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　



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

ふれあいサロン

「福祉の学習」市内各校で展開中!!
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【今後の日程】

1月21日（木）　10：00 ～ 12：00

2月18日（木）　10：00 ～ 12：00

3月18日（木）　10：00 ～ 12：00

　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。

コロナウイルスの感染に配慮し、なかなか活動できない状況が続いていますが、
こういう時期だからこそ、学び合いや情報交換、思いを共有し合う場を大切にしたい…。
感染予防対策をしながら、毎月楽しく時間を過ごしています。ぜひ、ご参加ください。

1月13日（水）　　2月8日（月）　　3月5日（金）
会場は、市民活動センター、時間はいずれも10時00分～ 12時頃までです。
申込：ボランティアセンター＜担当：沖田・一谷＞ TEL ８４－６４８１ ／ FAX ３４－８１４１

E-mail ／ volucen@tomakomai-shakyo.or.jp

いきいきポイント事業　　　　　　　　　　　　やってます！「いきPカフェ」

【場　　　所】
市民活動センター（若草町３－３－８）
※コロナウイルスの影響で中止になる場合があります

ふまねっと運動やゲームで
楽しく過ごしています♪

苫社協

申込不要！
初めての方大歓迎！

お気軽にご参加ください

TEL 84－6481 ボランティアセンター〈担当：田村〉

要申込み
です。
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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

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

私たちは地域福祉の推進をサポートします

令和２年度「防災ボランティア講座」
もしもコロナ禍中に、苫小牧市で大きな災害が起こったら…。
リスクに備え、被災を最小限に抑える方法について、一緒に考えましょう。
会場１：沼ノ端コミュニティセンター（苫小牧市沼ノ端中央4-10-16）
　　　　1月19日（火）13時30分～ 15時00分
会場２：のぞみコミュニティセンター（苫小牧市のぞみ町1-2-5）
　　　　1月22日（金）10時00分～ 11時30分

申込：ボランティアセンター＜担当：沖田・千寺丸・一谷＞
TEL ８４－６４８１ ／ FAX ３４－８１４１
E-mail ／ volucen@tomakomai-shakyo.or.jp

「あいサポーター研修」を受けて障がいの
特性とサポートについて知ろう！

内　容

簡単な手話の体験もあるよ！

おうちごはんに活かしたい
●男女平等参画推進センターからのお知らせ●

基本のおだしとかつお節削り基本のおだしとかつお節削り

講　師　だしソムリエ協会認定講師　桃井一元 氏
開催日　令和3年3月3日（水）10時半～ 12時
会　場　男女平等参画推進センター 5階 料理実習室
定　員　20名
参加費　500円（教材費）
持ち物　筆記用具、マスク、エプロン、三角きん
　　　　布きん2枚、手拭き
託　児　1歳以上　定員5名（申込時に要予約）
お申込　令和3年2月1日(月)8:45 ～※先着順

～書を学び、美しい文字を日常に活かそう！～
日常生活に役立つひらがな等
文字の練習や自分の名前の
練習をします。

講　師　安芸　優香(あき ゆうか)　氏
開催日　令和3年3月5日（金）10時～ 12時
会　場　男女平等参画推進センター 4階 講習室Ａ
定　員　10名
参加費　500円（教材費）
持ち物　筆記用具
託　児　1歳以上　定員5名（申し込み時に要予約）
お申込　令和3年2月1日(月)8：45～※先着順

※新型コロナウイルス感染症の影響により中止、延期となる場合があります。

令和２年度潜在福祉マンパワー活用講習会
～♪～♪～福祉のお仕事に興味のある方・知識を増やしたい方～♪～♪～

日　　時　令和３年２月６日(土)13：30～15：30
場　　所　市民活動センター２階　研修室A
参 加 費　無　料
参加対象　高校生以上
申込受付　令和３年1月28日（水）まで（定員15名）※申込順
　　　　　電話またはFAX（申込書はHPにてダウンロードできます）
申 込 先　苫小牧市福祉人材バンク（担当：石井・奥村）
　　　　　TEL32-7111 FAX34-8141 www.tomakomai-shakyo.or.jp
※新型コロナウイルス感染拡大防止策やその他の状況により変更・中止となる場合がございますのでご了承ください。

かつお節のだし6種のテイスティングと
かつお節削り体験！ひと手間かけて作っ
たみそ汁を味わいます。

はじめての「美文字講座」「美文字講座」

お問合わせ
男女平等参画推進センター 電話0144-32-3544
〒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 facebook ホームページ

ＨＰのアクセスはここから

筆ペン
のし袋
付き！

申込受付　1月5日～（土日祝日除く）　9：00～17：00
　　　　　※定員（２０名）に達し次第締め切りとさせて頂きます。



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
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私たちは地域福祉の推進をサポートします

　苫小牧市社協の令和２年度会長顕彰感謝状贈呈式につきましては、新型コロナウイルスの感染防止に向けて、
さまざまな安全対策の協議を重ねたうえで開催の準備をすすめてまいりましたが、北海道内でも新型コロナウイ
ルス感染症が再拡大する傾向がみられたために、顕彰者や御来賓等の安全・安心を最優先として、感謝状贈呈式
は誠に残念なことではありますが中止とさせていただくことといたしました。
　後日、顕彰者には個別に伝達させていただきました。
　各種受賞者を御紹介いたします。（敬称は省略させていただきます）

・苫小牧市無線赤十字奉仕団

●社会福祉に寄与した優良団体（1団体）

●貢献章（1個人・５団体）

・北海道コカ・コーラボトリング株式会社
　苫小牧事業所
・樽前山観音寺

●感謝状（２団体）

苫小牧市社協社会福祉功労者顕彰

●社会福祉に寄与した功労者（44個人）
◯個人（３７個人）　
・牧　田　勢津子
・岩　澤　磨　美
・豊　田　幸　子
・阿　戸　佳　枝
・黒　畑　愛　子
・川　辺　良　子
・中　谷　良　子
・水　正　美　絵
・益　田　祐　子
・阿　部　祥　代
・森　　　久　子
・古　木　　　忍
・佐　藤　京　子
・柳　谷　昭次郎
・柳　谷　博　子
・田　中　奈津枝
・佐々木　智　恵
・松　井　雅　宏
・斉　藤　香緒利
・松　井　陽　子
・星　野　邦　夫
・古　川　一　彦
・菊　池　乙　之

・甲　谷　　　久
・二階堂　久美子
・横　井　友　子
・多　田　正　之
・中　澤　勇次郎
・小　泉　慧　子
・髙　橋　裕　美
・大　頭　道　子
・鈴　木　洋　子
・安　瀨　カツ子
・守　　　暁　美
・神　田　孝　市
・村　上　恵　也
・川　口　公　子
〇役員（７個人）
・三　澤　洋　子
・谷　岡　裕　司
・八　島　恵利子
・半　澤　真佐子
・田　中　正　之
・西　田　敏　之
・上　原　　　毅

栄えある受賞おめでとうございます
（敬称は省略させていただきます）

・令和２年度全国社会福祉協議会会長表彰
　　民生委員・児童委員功労　森利口　雅子
・令和２年度道新ボランティア奨励賞
　　一般奨励賞　苫小牧市介護者を支える会
・令和２年度北海道社会貢献賞
　　地域活動推進功労者
　　　苫小牧市立病院ボランティア「エールの会」
・令和２年度ボランティア功労者厚生労働大臣表彰
　　表彰団体　苫小牧市女性団体連絡協議会

●社会福祉事業のため私財を寄付し、
　社会福祉の向上に大きく寄与した者

（１個人・７団体）

＜苫小牧市社会福祉協議会会長顕彰＞

・滝上善市
・谷岡緑化株式会社
・一般社団法人徳寿会
・星川音楽事務所
・北海道石油共同備蓄株式会社北海道事業所
・公益社団法人生命保険
　ファイナンシャルアドバイザー協会
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私たちは地域福祉の推進をサポートします

～売上の一部が赤い羽根共同募金へ寄付されます。～

① 自動販売機の協力飲料メーカー数社からお選びいただきます。
② 設置・置換えの際の費用はかかりません。
　 ※設置後の電気代のみ設置者様のご負担となります。
③ 設置者様へ飲料メーカーより販売手数料が支払われます。
④ 売上の一部が赤い羽根共同募金へ寄付されます。

皆さまからお寄せいただいた募金は、令和3年度に市内で福
祉活動を行う団体等の活動資金として助成されます。助成を
希望する団体等からの申請に基づき、今後開催予定の審査委
員会にて助成が決定する予定です。

皆さまからお寄せいただいた募金は、民生委員児童委員の協
力により、市内の要支援世帯や里親世帯の見舞金、一人住ま
いの高齢者へのおせち料理配食、ねたきり高齢者等への出張
理容に助成させていただきました。

募金付自動販売機の設置・置換えを希望される場合は、まず苫小牧市共同募金委員
会までお問い合わせください。＜事務局＞くらし支援課地域支援係内　TEL32-7111

　昨年、10月1日から12月31日まで「赤い羽根共同募金運動」、12月1日
から12月31日まで「歳末たすけあい運動」を実施いたしました。今年度
は、それぞれの運動において、新型コロナウイルス感染拡大防止を考慮
し街頭募金を中止といたしました。しかしながら、その他の募金等につき
ましては、町内会をはじめ、企業や老人クラブ、民生委員児童委員、福祉
団体他多くの皆さまの御協力をいただき無事終了いたしました。

赤い羽根共同募金運動 歳末たすけあい運動

やさしい気持ちをありがとう

赤い羽根募金付自動販売機を
ご存じですか？

誰でも気軽に
ちょこっとボランティア

購入者の方々にとってもメリットがあります！

設置者様のメリット

　募金付自動販売機で飲料を購入するだけで、気軽に赤い羽根共同募金への募金ができ、地域福祉へ大き
く貢献できます。
　現在、市内15ヵ所に募金付自動販売機が設置されています。

　身近な社会貢献としてご活用いただけます。

＜設置・寄付の流れ＞
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～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２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㈱、
◇経費老人ホームアドーネス園、◇㈱阿部工業所、◇阿部商事㈱、◇㈱阿部文具、◇特別養護老人ホームアポロ園、
◇粟野建設㈱、◇㈱アングル、◇㈱伊尾自動車、◇糸井南浜菊クラブ、◇伊藤秀作税理士事務所、◇㈱胆振、◇㈱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㈱、◇㈱勝田組、
◇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㈱、
◇金星室蘭ハイヤー㈱、◇栗林海陸輸送㈱、◇栗林機工㈱、◇㈲ケア・サービス苫小牧、◇㈲建武興業、◇鴻野建設㈱、
◇さかえ印刷㈱、◇サニー事務器㈱、◇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㈱、◇㈲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、◇㈲高潮産業、◇高田法律事務所、
◇㈱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、◇苫ガス燃料㈱、◇㈱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、◇苫小牧商工会議所、◇苫小牧市民生委員児童委員協議会、◇苫小牧信用金庫、
◇㈱苫小牧清掃社、◇苫小牧倉庫㈱、◇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、◇ホクニチ㈱、◇北海道宇部運送㈱、
◇北海道エネルギー㈱、◇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、◇(合)丸幸金物店、◇㈱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、◇㈱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２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

サニー事務器株式会社
〒053－0852　苫小牧市北光町4丁目3番8号
TEL：0144－76－1212　FAX0144－73－4661

http://www.sani-jimu.com

〈事業協力〉

一般事業寄付金
・苫小牧ママさんバレーボール連盟

　22,000円
・苫小牧木材港運㈱　　　　　300,000円
・苫小牧市役所退職者ゴルフ同好会
　　　　　　　　 はまなす会　23,398円
・山手北光クラブ　　　　　　　13,939円
・㈲キャロット　　　　　　　　 11,665円

・苫小牧ママさんバレーボール連盟
　　　　　　拭き布　　　　　　　400枚
　　　　　　使用済切手　　　　　370ｇ
・スナックエバ（3回）
　　　　　　拭き布　　　　　　1,250枚
　　　　　　リングプル　　　　　 1.6㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　 1.1㎏
・苫小牧念法寺
　　　　　　リングプル　　　　　 6.3㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　 7.5㎏
　　　　　　使用済切手　　　　1,171枚
・小規模多機能型居宅介護縁の惠
　　　　　　ペットボトルキャップ　29.0㎏
　　　　　　使用済切手　　　　　　84ｇ
・リーひとみ
　　　　　　拭き布　　　　　　　467枚
・苫小牧市立啓明中学校生徒会
　　　　　　リングプル　　　　　15.4㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　94.4㎏
　　　　　　ベルマーク　　　　1,713点
・がちゃぽん苫小牧店
　　　　　　ペットボトルキャップ　37.4㎏
・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㎏
・桜木町町内会婦人部
　　　　　　拭き布　　　　　　1,591枚
　　　　　　フェイスタオル　　　　50枚
・宮澤王枝
　　　　　　リングプル　　　　　 2.9㎏
・一般社団法人徳寿会
　　　　　　リングプル　　　　　 980ｇ
　　　　　　使用済切手　　　　　　20ｇ
・茅森恵
　　　　　　拭き布　　　　　　1,500枚
　　　　　　バスタオル　　　　　　 8枚
　　　　　　ベッドパッド　　　　　　2枚
　　　　　　フェイスタオル　　　　12枚
　　　　　　毛布　　　　　　　　　1枚
・トヨタ自動車北海道㈱
　　　　　　使用済切手　　　　　123ｇ
・沼ノ端コミュニティセンター
　　　　　　リングプル　　　　　 7.0㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　31.2㎏
・島田登喜子他有志
　　　　　　リングプル　　　　　 1.7㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　13.1㎏
・一般社団法人苫小牧風花の会
　　　　　　使用済切手　　　　3,431枚
・苫小牧市福祉事業協会すえひろ保育園
　　　　　　リングプル　　　　　 9.3㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　24.9㎏

・㈱Ｉ・ＴＥＣソリューションズ
　　　　　　ペットボトルキャップ　25.0㎏
・日吉町町内会婦人部
　　　　　　拭き布　　　　　　3,023枚
　　　　　　紙オムツ　　　　　　348枚
　　　　　　尿取パッド　　　　　120枚
・㈱丸善市町植苗工場
　　　　　　リングプル　　　　　 7.4㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　 3.8㎏
　　　　　　使用済切手　　　　　210ｇ
・宮の森町内会女性部
　　　　　　拭き布　　　　　　1,430枚
・第八区老人クラブ
　　　　　　リングプル　　　　　 3.6㎏
・あすなろクラブ
　　　　　　リングプル　2.5㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　17.9㎏
　　　　　　拭き布　　　　　　　 50枚
・仲野由美子
　　　　　　リングプル　　　　　 1.2㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　 5.2㎏
　　　　　　使用済切手　　　　　　70ｇ
・山手北光クラブ
　　　　　　リングプル　　　　　　5.9㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　46.7㎏
　　　　　　拭き布　　　　　　　722枚
　　　　　　バスタオル　　　　　　 7枚
　　　　　　タオル　　　　　　　　42枚
・末広町町内会
　　　　　　リングプル　　　　　11.6㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　 5.7㎏
・幸町町内会婦人部
　　　　　　拭き布　　　　　　2,614枚
　　　　　　紙オムツ　　　　　　260枚
　　　　　　バスタオル　　　　　　 2枚
　　　　　　タオルケット　　　　　　3枚
・柏木町町内会福祉部
　　　　　　拭き布　　　　　　　700枚
　　　　　　尿取パッド　　　　　300枚
・苫小牧中央高等学校生徒会
　　　　　　リングプル　　　　　 5.7㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　44.3㎏
・サロンふれあい広場

（ウトナイ町内会館運営委員会）
　　　　　　リングプル　　　　　5.7kg
　　　　　　ペットボトルキャップ　 3.8kg

・㈲明野タイヤサービス　　　 100,000円
愛情銀行

・岩倉建設㈱
　　　　　　ペットボトルキャップ　　9.6㎏
　　　　　　使用済切手　　　　　　99ｇ
・春日清水町内会（２回）
　　　　　　リングプル　　　　　 5.9㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　23.8㎏
・新開明野元町町内会悠愛会（２回）
　　　　　　リングプル　4.5㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　

200.8㎏
・関谷
　　　　　　リングプル　　　　　 1.4㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　 1.0㎏
・岩倉海陸運輸㈱
　　　　　　ペットボトルキャップ　33.3㎏
・苫小牧視覚障害者福祉協会
　　　　　　拭き布　　　　　　　540枚
・青藍会
　　　　　　トイレットペーパー

1,920ロール
・苫小牧あすなろ会
　　　　　　リングプル　　　　　 1.6㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　 6.1㎏
・札陽建設工業㈱
　　　　　　ペットボトルキャップ　55.3㎏
・塚本智子
　　　　　　リングプル　　　　　 460ｇ
・カミヤ工業
　　　　　　リングプル　　　　　 1.1㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　　1.5㎏
・しらかば町あすなろクラブ
　　　　　　拭き布　　　　　　　 50枚
　　　　　　手作りマスク　　　　　50枚
・安立寺婦人部
　　　　　　リングプル　　　　　 9.3㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ　27.2㎏

物　品

傾聴ボランティア講習会 募集します
日　　時：令和 3年 2月 10日・17日・24日（水）3日間　13：30～ 15：30
場　　所：市民活動センタ－　3階　会議室２
対　　象：16歳以上の市民の方
定　　員：20名（先着順）
申込期間：令和 3年 1月 6日～ 2月 5日　9：00～ 17：00（土日祝は除く）
　　　　　電話又は直接ボランティアセンタ－へ申し込んで下さい。TEL84-6481〈担当：田村〉

参加費無料
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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

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３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。

「ペットは大事な家族」、社協で行っている事業は？
〇・〇の中にはどんな文字が入りますか？

「〇・〇」一時預かり事業

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

社協だより179号（令和２年10月）の答え：「ふれあいサロン」
合計91通のご応募をいただきました。ありがとうございました。

・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

ヒントは
社協だよりを
よーく見てね！

犬・猫一時預かり事業
預かりボランティア募集中！

　苫小牧市社会福祉協議会では、ペットが
いる事で入院ができない高齢者の問題に取
り組んでいます。「ペットは大事な家族」だか
らこそ飼い主が治療をしている間、犬・猫を
一時的に預かって頂くボランティアを募集
しています。

ボランティア内容
　ペットの食事やトイレ、散歩などの基本的な
世話を行なって頂きます。場合により、動物病
院へ連れていき、そのペットに応じた治療検査
の実施を行っていただくこともあります。

飼い主負担となるもの
　ペットの食費、通院費、ペットシートなど、預
かり時に必要な費用は飼い主負担となります。

応募条件
　満20歳以上の苫小牧市在住の方。犬または
猫を飼育したことがある方動物に責任と愛情
を持っている方

苫小牧市
生活支援コーデイネーター公式SNS
LINE・Facebookで情報発信中です！
右のQRコードでかんたんアクセス！！

苫
小
牧
市
　
フ
ー
子
ち
ゃ
ん

ご主人が入院して寂しいです。
私も元気だから、早くかえってきて。

預かり猫インタビュー
※ご本猫の意向で別映像に差し替えております。

　預かりボランティアは登録制です。当会職員が飼
育環境等の確認の為、ご自宅に伺って面接を行いま
す。

　事業詳細についてご希望の方は、社会福祉協議
会地域福祉課地域福祉第１係にお問い合わせ下さ
い。
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