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社協だより社協だより

　明けましておめでとうございます。日頃より本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。
　昨年、本会は、創立70周年を迎え「ふくしの力、“彩”（さい）発見」を
テーマに、顕彰式の他、「笑顔の“彩”発見フォトコンテスト」など記念
事業を実施いたしました。地域の皆様に御支援をいただき、ここまで
歴史を刻んでくることができたものと心より感謝申し上げます。
　コロナ禍の中、地域のつながりを絶やさない取り組みとして「社協
発！おうちで楽しめーる便」が、地域の皆様より好評をいただき、令和
4年12月末で、累計142,172部発行となりました。今後も地域の見
守り活動のツールとしてお役に立てればと考えています。また、今年
も、勇払・樽前地区の「移送サービス事業」等、市民参加型による事業
の展開を引き続き行います。さらに、ひきこもりや不登校の居場所づ
くりを展開し、若者への支援も進めて参ります。
　今後も役職員一丸となって「ともに支えあい みんなの笑顔が見えるまちづくり」を目標に、
子どもから高齢者までだれもが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、福祉活動を通じて
持続可能なまちづくりの推進に全力で努力して参ります。引き続き御支援、御協力をお願いい
たします。結びに、皆様の御健勝と御多幸を心より御祈念申し上げ、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　

社会福祉功労者顕彰、創立７０周年記念特別顕
彰、笑顔の“彩”発見フォトコン　受賞者一覧

だけボラ（灯油運搬のお手伝い）・「コミュニ
ティカフェ～Igocoti～」のお知らせ

「市民後見人養成講座」のご案内、「教育支援
資金」のお知らせ

「福祉職場説明会」、男女平等参画推進セン
ターからのお知らせ

特別会員2号会員のご紹介、赤い羽根共同募
金終了のお知らせ

寄付報告、事務局人事報告

　「社協ふれあいサロン」「風まち」のご案内、
ボランティアセンターからのお知らせ

さ いさ い

社会福祉功労者顕彰式笑顔の“彩”発見フォトコンテスト表彰者の方々
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社会福祉功労者顕彰
　・一般社団法人　徳寿会
　・郡　司　徳　男

●貢献章 ●感謝状
　・阿　部　洋　子
　・苫小牧木材港運株式会社
　・宗教法人 真如苑 苫小牧支部
　・AIRオートクラブ 南北海道支部
　・JSA中核会 南北海道支部
　・損害保険ジャパン株式会社　南北海道支店 苫小牧支社
　・社会福祉法人百合愛会　認定こども園幼稚舎あいか
　・株式会社 北海道新聞社 苫小牧支社

創立７０周年記念特別顕彰

〇会　　　長　　　賞　伊藤　進
〇審 査 員 特 別 賞　川山　智代　
〇７０周年記念賞　だけボラ農園(沼ノ端)　代表　吉成　彰　
〇みんなえがおで賞　菅野　望帆　・清野　将樹　・大堀　恵、森本　敏雄(連名)　
〇ス マ イ リ ー 賞　桜木町町内会　会長　三澤　伸吉　・太田　夢華　・小田　杏奈　・太田　茉那
〇カラフリィー賞　前田　亜矢子　・二村　みき　・齋藤　明和　・中山　絢葉
〇トマコマイで賞　上野　菜美　・碓井　節子　・西村　麗菜　・渡辺　和雄

・学校法人原学園 認定こども園原学園　ひかり幼稚園　・学校法人原学園 ひかりの国幼稚園
・星川音楽事務所　・苫小牧福島県人会　・苫小牧ママさんバレーボール連盟
・株式会社 タナカコンサルタント　・長　森　正　昭　・青　藍　会　
・北海道コカ・コーラボトリング株式会社 苫小牧営業課

・岩　倉　早　苗　　・髙　田　友　子　　・勝　浦　良　子　　・佐　藤　えい子　　・菅　原　良　子
・佐　藤　裕　子　　・小　林　裕　子　　・中　嶋　文　央　　・加　藤　　　努　　・溝　渕　朗　子
・秋　山　和　子　　・宮　川　達　美　　・原　谷　　　実　　・工　藤　朋　子　　・斉　藤　英　隆
・米　川　順　一　　・田　中　頼　子　　・鈴　木　貴美子　　・渡　邊　臣　章　　・澤　口　良　彦
・小　林　清　人　　・及　川　恵　子　　・吉　田　隆　也　　・門　傳　和　好　　・小　池　道　子
・春　日　優　子　　・織　田　　　通　　・榎　本　郁　子　　・牧　田　芳　野　　・水　谷　三枝子
・堤　川　由美子　　・市　川　重　良　　・内　田　　　仁　　・奈　良　泰　子　　・安　保　壽　子
・山　内　西　子　　・佐　藤　和　夫　　・茂　木　美代子　　・岡　部　敏　子　　・西　宮　町　子
・佐々木　光　子　　・湯　谷　貞　子　　・尾　野　幸　子　　・湯　原　昭　雄　　・山　川　靜　子
・荒　木　孝　幸　　・伴　辺　久　子

笑顔の“彩”発見フォトコンテスト　受賞者

●社会福祉事業のため私財を寄付し、社会福祉の向上に寄与した者

・柳　谷　昭次郎　・山　谷　寿　郎　・工　藤　幾　子　・榎　戸　克　美　・三　澤　洋　子
・忠　嶋　俊　雄　・藤　田　香代子　・福　本　愛　子　・竹　村　無津子

●苫小牧市社会福祉協議会の運営・事業に大きく貢献された個人及び団体でその功績が顕著である者

●社会福祉に寄与した功労者

苫小牧市社会福祉協議会社会福祉功労者顕彰式・70周年笑顔の“彩”発見フォトコンテスト表彰式を
令和4年11月16日に開催しました。　受賞者一覧（敬称略）

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
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私たちは地域福祉の推進をサポートします
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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

利用希望者の方、もしくはご不明な点等ございましたら、下記まで、ご連絡下さい。

市内の燃料店と苫小牧東高等学校生徒の皆さんのご協力により、
灯油運搬のお手伝い事業が令和４年１１月より開始しました！

●介護認定　：　要支援１～要介護5　　●身体障害者手帳　：1級～3級
●療育手帳　：　A判定　　●精神障がい者保健福祉手帳　：　1級
　※なお、同居家族が上記の基準を満たす場合も対象となります。

　　　地域福祉課地域福祉第１係　℡３２-７１１１問合せ

【対象者】　住吉町市営住宅（1丁目）にお住まいの65歳以上の方
　　　　　もしくは、65歳未満の方で下記の内容に該当する方

【日時】　毎月第2水曜日14時～ 20時
　　　　１月11日（水）／ 2月8日（水）／ 3月8日（水）
　　　　※学生には帰宅時間が設定されています。
【場所】　苫小牧市大町1-4-22-2階　シガーシュガーカフェ
【料金】　無料
【内容】　ゲーム（switchやボードゲーム）、iPad、Wi-Fi完備
　　　　勉強や読書など自由に過ごせる場所です。
　　　　無料で飲み物もありますよ！

みんなでテレビゲームを楽しんだり、youtubeで漫才を楽しむ方、
コーヒーを入れてくださる方、また、ご家族同士の語り合いがあるなど、
思い思いの時間を過ごされています。

問合せ　地域福祉課地域福祉第１係　電話32-7111

コミュニティカフェ ～Igocoti～
い　ご　こ　ち

申込不要

　苫小牧市社会福祉協議会では、CSW（コミュニティソーシャルワー
カー）事業の一環として、「若者の居場所づくり事業」を令和4年９月より実
施しています。
　自宅にこもりがちな方、不登校の中高生、生活に困りごとを抱える方な
どが地域において孤立することなく、安心して過ごしていただける場所や
他者とのつながりの機会を提供したいという思いから、まちなかのカフェ
バーをお借りして実施しています。
　おうち以外の居場所として、誰もが“いごこちのいい場所”となるよう、
進めていければと思っております。

【内容】　東高校の生徒が、ボランティア活動として、各戸の玄関先まで月数回、灯油ポリタンクの
　　　　配達を行います。
●利用に際しては、協力燃料店と個別契約が必要となります
●必要なもの：ポリタンク（名前の記入が必須です）
　　　　　　　　　　＜ホームタンクへの給油が大変な方へ＞
　　　　　　　　　　管理事務所で貸出用の電動式給油ポンプもご用意しています！

（灯油運搬のお手伝い）が開始しています！だけボラ
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※申込みから審査、決定、送金まで2カ月程度かかります。　（問合せ：貸付相談室（くらし支援課）３２－７１１１）

低所得世帯
障がい者世帯
高齢者世帯

対
　
象

高等学校、高等専門学校、短期大学、大学の進学に必要な経費が対象となります。

教育支援資金のご案内早めに
ご相談ください

資　　金　　種　　類
就学支度費（入学に必要な経費）

教　育　支　援　費
（就学に必要な経費）

高　等　学　校
高等専門学校
短　期　大　学
大　　　　学

貸　付　限　度　額
500,000円以内
月額35,000円以内
月額60,000円以内
月額60,000円以内
月額65,000円以内

利　　子

無 利 子

令和４年度 第２回 市民後見人養成講座を開催します

問合せ　とまこまい成年後見支援センター TEL：38-7291 FAX：38-7292

とまこまい成年後見センターでは
　□　身寄りがいない為、これからの生活が心配
　□　認知症の心配があり、お金の管理が不安
　□　障がいを持つ子の将来が心配
　□　認知症と診断された家族が訪問販売や悪徳商
　　　法に引っ掛かりそうで・・
　□　自分は対象になるのか、手続きをするように言
　　　われたが、どう進めたらよいか
　成年後見制度にかかわる様々な相談についてセン
ターの職員がお伺いして、相談や説明をしています。
　相談料は無料です。

成年後見制度について、市民の皆様に知って
頂く機会として、出前講座を開催しています。
　住み慣れた地域で生活できるように、成年後見制
度にかかわる様々な疑問、質問にお答えします。
（例）
　□　町内会、自治会の学習会
　□　老人クラブ、ふれあいサロンでの講話
　□　民生委員、児童委員の研修　など

　内容・時間についてはご相談下さい。
　出前講座費用は無料です。

出
　
張
　
相
　
談

出
　
前
　
講
　
座

　　
　　　　　

申　　込
問 合 せ

内　　容

　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はない方のために、ご本人に代
わって金銭管理や身上への配慮などの支援を行うことが成年後見制度です。
　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ないます。
　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　　時 令和5年1月14日（土）、21日（土）、28日（土）、2月4日（土）、18日（土）9時30分～ 17時00分※別途実習あり
会　　場 市民活動センター

対 象 者 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で、全ての講座に出席できる方

定　　員 30名(定員になり次第締め切ります)
参 加 費 無料
申込締切 令和5年1月6日（金）まで

とまこまい成年後見支援センター（38-7291）にお問い合わせください。「市民後見人養成
講座受講申込書」を成年後見支援センターへご提出ください。申込書はとまこまい成年後
見支援センターや苫小牧市役所、苫小牧市社協のホームページからダウンロードできます。

援支

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（7）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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男女平等参画推進センターからのお知らせ
更年期障害や生理痛のこと

知っていますか？
　近年では働く女性の割合が上昇し、社会に大きく貢献し
ています。ところが、月経やPMS（月経前症候群）、更年期障
害といった女性特有の健康課題により就業時に困った経験
がある方は多いようです。働く女性の健康課題について理
解を深めていただくことは本人・周囲の方にとって、とても
大切なことです。

　お家に帰る前にモヤモヤな気持ちをリ
セットするプラットホーム♪職場や家庭で
日々感じてしまうコミュニケーションでのモ
ヤモヤをお話ししませんか？

　男女平等参画推進センターで行う各種事業には無料託
児がございます。子育て中の方も安心してご参加ください。
詳細についてはお問い合わせください。

①フェムテック
　デリケートだからこそホントは聞きたい本音の話
開催日　令和５年1月26日(木)18時30分～ 20時00分
会　場　男女平等参画推進センター 4階 講習室Ａ・Zoom
講　師　㈱TRULY　COO／薬剤師
　　　　真坂　雅美　氏

②管理職・経営層・男性・働く人みんなに
　知っておいてほしい　働く女性の健康のこと
開催日　令和5年2月7日(火)13時30分～ 15時00分
会　場　市民活動センター 1階 多目的ホール・Zoom
講　師　大塚製薬㈱ニュートラシューティカルズ事業部
　　　　女性の健康推進プロジェクトリーダー
　　　　西山 和枝氏

ほっと一息ステーション

開催日 令和5年1月19日、2月16日、3月16日
 第3木曜日18時00分～ 20時30分
会　場　男女平等参画推進センターもしくはオンライン
対　象　職場や家庭でモヤモヤを抱えている方

講座案内
QRコード

みつけませんか？新しい働き方
令和4年度 福祉マンパワー 活用講習会

～キャリア＆ライフプラン～
開 催 日　 　令和５年２月２２日（水）
時　　間　 　13:30～ 15:30（受付13:15）
場　　所　 　苫小牧市民活動センター
　　　　　 　３階　会議室２
講　　師　　井出社会保険労務士事務所
　　　　　　特定社会保険労務士　井出留美子氏
参 加 費　　無　料
参加対象　　福祉に興味のある方、
　　　　　　胆振日高在住の方
申込受付　　令和5年2月17日(金)まで
　　　　　　(定員20名)※申込順

働き方で変わる保険や税金、お金のこと
自分にあった働き方とライフプラン、
考えてみませんか？

令和4年度　福祉・介護マッチング事業

福祉職場説明会

第２回 第3回

時　間　　13：30～15：30

申込み
QRコード

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により変更・中止となる場合がございますのでHPでご確認ください。
苫社協ホームページ　www.tomakomai-shakyo.or.jp

苫小牧福祉人材バンク(担当:石井/沖田)
TEL32-7111　 FAX34-8141申込・問合せ

12法人参加予定

facebook

問合せ
苫小牧市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

ほっと一息
ステーション
QRコード

アペオス

Apeos C7070/C6570/C5570/
C4570/C3570/C3070/C2570

講 座
　案 内
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◇アイシン北海道㈱◇㈱Ｉ・ＴＥＣソリューションズ◇青地建設工業㈱◇㈱秋村組◇あさひ印刷㈱◇軽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◇一本松電気工事㈱
◇出光リテール販売㈱◇糸井南浜菊クラブ◇伊藤秀作税理士事務所◇㈱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㈱◇岩倉商事㈱◇上田会計事務所◇ＮＸ北旺運輸㈱◇王子製紙㈱◇王子総合病院◇王子不動産㈱
◇㈱大久保測量◇㈱大滝組◇沖医院◇㈱開発ストア◇カクサダクリーニング㈱◇㈱勝田組◇金田裕昭社会保険労務士事務所
◇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㈱
◇㈱久慈重機◇栗林海陸輸送㈱◇栗林機工㈱◇㈲ケア・サービス苫小牧◇鴻野建設㈱◇㈱コペル◇さかえ印刷㈱◇サニー事務器㈱
◇シダックス大新東ヒューマンサービス㈱苫小牧市錦岡児童センター◇㈲シノムラ内装店◇住拓工業㈱◇新成運輸㈱◇㈱しんどう
◇新和産業㈱◇スガノオート㈱◇㈱須田製版◇㈱ステージコンサルティング◇スナックSept.◇㈲スマイル保険企画◇㈱住吉組◇盛興建設㈱
◇㈱清野土木◇㈱セルオート◇第三運輸㈱◇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◇㈲拓新工業
◇㈱ダスキンサンフラワー◇㈱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◇TANZ DANCE STUDIO
◇㈱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㈱◇㈲電器のキムラ◇道央佐藤病院◇道路建設㈱◇道路工業㈱
◇㈱トートー事務機◇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㈱◇㈱苫小牧オートリゾート
◇(一社)苫小牧風花の会◇苫小牧ガス㈱◇苫小牧管工事業協同組合◇(一社)苫小牧観光協会◇㈱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◇苫小牧市議会改革フォーラム
◇苫小牧市議会新緑◇苫小牧市議会公明党議員団◇苫小牧市議会民主クラブ◇(福)苫小牧慈光会◇(公社)苫小牧市シルバー人材センター
◇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◇苫小牧市和朗会
◇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協同組合◇苫小牧東京重機㈱◇苫小牧熱供給㈱
◇苫小牧東病院◇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㈱◇TOMASEIホールディングス㈱◇㈱とまビルサービス◇㈱とまみん印刷センター
◇㈱とまみんサービス◇トヨタカローラ苫小牧㈱◇トヨタ自動車北海道㈱◇長岡造園㈱◇㈱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◇日本共産党市議団◇日本梱包運輸倉庫㈱
◇日本製紙白老サポート㈱◇日本通運㈱◇楡建設㈱◇ニワ建設㈱◇ネッツトヨタ苫小牧㈱◇野田餅店◇ハスカップ不動産㈱
◇㈱花よし生花店◇ビケンビルサービス㈱◇(福)美々川福祉会◇㈱百花園◇日吉町明和会◇ファーマライズ㈱◇㈱ふくしサービス
◇不二工業㈱◇フジタ産業㈱◇㈱古畑電機◇ブルマンズ㈱◇ホクニチ㈱◇北海道IR㈱◇北海道宇部運送㈱◇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◇ホテル杉田◇㈱ホテルニュー王子◇㈱ホベツ運輸◇㈱ホリケンラボ◇前田測量㈱◇㈱松浦組
◇(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㈱◇㈱水堀組◇㈱三星◇㈱ミナミ工業◇㈱ミヤケン
◇㈱ミルシステム◇めもりあるグループホールディングス㈱◇㈱モリ◇八起㈱◇㈱山口技研コンサルタント◇㈱山口工業所◇㈲山田企画
◇山本浄化興業㈱◇㈱ユイットワークス◇湯谷和彦税理士事務所◇㈱吉本仏壇店◇(一社)りあん◇(福)緑星の里◇(合)レスペイト
◇㈱渡辺工務店

私たちは地域福祉の推進をサポートします

　会員の皆様から納入いただいた会費は、「安心・安全な福祉のまちづくり」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円以上
　　　　　　２号会員（法人・団体）年間一口1,000円以上　■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・会費のお願い】
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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。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。

皆さまからお寄せいただいた募金は、令和5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されます。

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するほか、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

赤い羽根共同募金

苫小牧市共同募金委員会
℡ 32-7111問合せ

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
西町教室・西町総合福祉会館
事務局でんわ　0144―33―3237
携帯でんわ　090―2059―6254

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

～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４年１１月３０日現在（会費納入済会員）



私たちは地域福祉の推進をサポートします

・苫小牧福島県人会 50,000円
・苫小牧退職校長会 50,000円
・TOMAJU建設産業イメージアップ委員会

　35,000円
・長森正昭 10,000円
・波切不動明王奉納花火大会実行委員会

　10,000円
・呉羽とき子 2,040円
・植苗ファミリーセンターまつり実行委員会

　20,000円
・男女平等参画推進センターサークル協議会

　19,500円
・認定こども園苫小牧聖ルカ幼稚園 52,838円
・柏木町町内会女性部 40,003円

・スナックエバ
　　　　　　リングプル 7.12㎏
　　　　　　拭き布 3,915枚
・錦西町内会
　　　　　　リングプル 1.7㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 10.6㎏
・錦町横丁串喜
　　　　　　リングプル 1.48㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 14.42㎏
・世界平和統一家庭連合苫小牧教会
　　　　　　ペットボトルキャップ 12.44㎏
・(一社)苫小牧風花の会
　　　　　　使用済切手 1,342枚
　　　　　　マスク 42枚
・まつおかまん運輸㈱
　　　　　　リングプル 3.66㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 15.9㎏
・花園長寿会
　　　　　　リングプル 37.0㎏
・一区明朗クラブ
　　　　　　拭き布 690枚
・明治安田生命保険相互会社 苫小牧支社 苫小牧営
業部
　　　　　　リングプル 12.58㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 11.34㎏
・豊川町内会
　　　　　　お米 58㎏
・苫小牧念法寺
　　　　　　リングプル 5.06㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 12.58㎏
　　　　　　使用済切手 3,265枚
・第一生命保険㈱苫小牧営業支社苫小牧営業オフィス
　　　　　　ペットボトルキャップ 35.38㎏
・工藤幾子
　　　　　　紙オムツ 74枚
　　　　　　平オムツ 73枚
　　　　　　尿取りパッド 50枚
　　　　　　はくパンツ 10枚
・苫小牧あすなろ会
　　　　　　リングプル 14.08㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 6.34㎏
・㈱TMS
　　　　　　紙パンツ 118枚
　　　　　　尿取りパッド 129枚
　　　　　　おしりふき 1パック
・㈲K&M建設設計企画
　　　　　　リングプル 9.92㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 6.38㎏
・日本セラピューティック・ケア協会とまこまい支部
　　　　　　リングプル 0.12㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 3.48㎏
・岩倉建設㈱
　　　　　　ペットボトルキャップ 12.3㎏
・道路建設㈱帯広工事事務所
　　　　　　ペットボトルキャップ 2.82㎏
・春日清水町内会
　　　　　　リングプル 0.72㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 10.3㎏
・道路建設㈱道南事業所
　　　　　　ペットボトルキャップ 20.96㎏
・日吉町町内会婦人部
　　　　　　ペットボトルキャップ 5.7㎏
　　　　　　拭き布 4,113枚
　　　　　　紙オムツ 904枚
　　　　　　尿取りパッド 240枚
・㈲慈晃社
　　　　　　ペットボトルキャップ 10.58㎏
　　　　　　ベルマーク 0.084㎏
・住吉泉町内会
　　　　　　ペットボトルキャップ 69.0㎏
・道路建設㈱新冠工事事務所
　　　　　　ペットボトルキャップ 4.02㎏
・ウトナイ町内会サロン部
　　　　　　リングプル 3.92㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 8.96㎏
・トヨタ自動車北海道労働組合
　　　　　　ペットボトルキャップ 174.78㎏
・日の出三光町内会
　　　　　　リングプル 11.88㎏
・苫小牧川沿郵便局
　　　　　　使用済切手 2.26㎏
・神谷真介
　　　　　　リングプル 4.04㎏ ・コア電子㈱しらかば温泉湯 4,505円

・苫小牧市勇払出張所 9,277円
・㈱豊勇 6,483円
・医療法人社団保生会 沖医院 8,470円
・グランドホテルニュー王子こぶし 2,646円

愛の小箱

・老人保健施設 みどりの苑
　　　　　　リングプル 1.3㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 25.66㎏
　　　　　　使用済切手 0.4㎏
・がちゃぽん苫小牧店
　　　　　　ペットボトルキャップ 36.98㎏
・星川音楽事務所
　　　　　　「全道世代別歌謡選手権大会」
　　　　　　招待券 300枚
・苫小牧市立拓進小学校児童会
　　　　　　リングプル 94.56㎏
・3.11希望のひかり実行委員会
　　　　　　生花（アレンジメント鉢） 10鉢
　　　　　　  〃  （切り花） 18本
・えざか産婦人科
　　　　　　リングプル 0.5㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 0.5㎏
・勇払和朗会
　　　　　　ペットボトルキャップ 9.2㎏
・髙橋裕子　スナックタッチ　居酒屋ジョルダン
　　　　　　リングプル 1.66㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 8.32㎏
・日新中央町内会婦人部
　　　　　　リングプル 49.43㎏
・音羽町町内会
　　　　　　リングプル 6.5㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 22.14㎏
・遠藤連事務所
　　　　　　リングプル 1.08㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 43.78㎏
・苫小牧市立北光小学校
　　　　　　リングプル 3.4㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 27.7㎏
・ザ・ノースカントリーゴルフクラブ
　　　　　　お菓子 80ケース
・青藍会
　　　　　　トイレットペーパー 1,920ロール
・北海道理容生活衛生同業組合
　　　　　　リングプル 0.42㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 3.82㎏
・苫小牧埠頭㈱
　　　　　　リングプル 2.9㎏
・沼ノ端コミュニティセンター
　　　　　　リングプル 9.98㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 73.3㎏
・成田裕司
　　　　　　不織布マスク 600枚
　　　　　　こども用マスク 20枚
　　　　　　アルコール消毒液 4本
　　　　　　ハンドソープ 5本

物　品　等

　　　　　　ペットボトルキャップ 0.88㎏
・苫東石油備蓄㈱
　　　　　　お米 70㎏
・船見町港北町内会
　　　　　　リングプル 0.6㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 2.96㎏
・北海道総合技研サービス㈱
　　　　　　ペットボトルキャップ 0.54㎏
・㈲建和工業
　　　　　　ペットボトルキャップ 0.64㎏
・㈱I・TECソリューションズ
　　　　　　ペットボトルキャップ 4.2㎏
・あすなろクラブ有志一同
　　　　　　リングプル 7.6㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 42.84㎏
　　　　　　拭き布 1,600枚
・7B区自治会
　　　　　　リングプル 3.58㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 19.2㎏
・川口恵子
　　　　　　リングプル 2.16㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 0.96㎏
・幸町町内会婦人部
　　　　　　拭き布 3,600枚
　　　　　　紙オムツ 92枚
　　　　　　尿取りパッド 84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 4.5㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 13.13㎏
　　　　　　使用済切手 1.62㎏
・宮の森町内会女性部
　　　　　　拭き布 1,610枚
　　　　　　紙オムツ 56枚
・正法寺女性部
　　　　　　リングプル 36.66㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 123.02㎏
・新開明野元町悠愛会
　　　　　　リングプル 3.52㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 25.74㎏
・森山道則
　　　　　　リングプル 6.92㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 8.28㎏
・射水ちえ子
　　　　　　リングプル 5.94㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 15.96㎏
・ビューティーサロンすえこ
　　　　　　リングプル 192.82㎏
・第八区自治会婦人部
　　　　　　拭き布 398枚
　　　　　　雑巾 138枚
・北海道理容生活衛生同業組合
　　　　　　リングプル 0.78㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 7.92㎏
・苫小牧市立啓明中学校生徒会
　　　　　　リングプル 5.32㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 36.8㎏
　　　　　　ベルマーク 1069.3点
・苫小牧市立緑陵中学校生徒会
　　　　　　リングプル 9.7㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 43.3㎏
・もえぎ町和朗会
　　　　　　リングプル 2.74㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 10.06㎏
・小林準
　　　　　　リングプル 0.22㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 1.12㎏
・道の駅ウトナイ湖 太田郁子
　　　　　　ペットボトルキャップ 1.66㎏
・道の駅ウトナイ湖 西方マリ子
　　　　　　ペットボトルキャップ 1.64㎏
・新開明野元町町内会
　　　　　　使用済切手 0.006㎏
・勇払和朗会
　　　　　　ペットボトルキャップ 13.34㎏
・柏木町町内会女性部
　　　　　　拭き布 757枚
　　　　　　リングプル 15.64㎏
　　　　　　ペットボトルキャップ 17.66㎏

一般事業寄付金

・工藤幾子　 車いす 2台
・トヨタ自動車北海道労働組合
　　　　　　ポータブル発電機 2台
　　　　　　高齢者疑似体験セット(大人用) 3セット
　　　　　　高齢者疑似体験セット(小人用) 3セット
・ザ・ノースカントリーゴルフクラブ
　　　　　　車いす　 2台

一般事業寄付物品

・星川音楽事務所 30,000円
愛情銀行

皆様の温かいお気持
ちに、心よりお礼申し
上げます。

皆様の温かいお気
ちに、心よりお礼申
上げます

☆みんなの人権１１０番
　０５７０－００３－１１０
☆子どもの人権１１０番
　０１２０－００７－１１０
☆女性の人権ホットライン　　　　　　　
　０５７０－０７０－８１０

ひとりで悩まず，まずはお電話を
３つの人権相談専用電話があります

苫小牧人権擁護委員協議会

　

令和4年度　苫小牧市社会福祉協議会　事務局人事
昇　格（10月1日付）総務課総務係課長　　　　　小野　智子
異　動（10月1日付）成年後見支援センター主幹　櫻井　宏樹総務課総務係主任主事　　　村中　　聡

不動産の相続手続き、
お気軽にご相談ください。

札幌司法書士会
苫小牧支部

皆様からの寄付が社会福祉に広く役立っています
～令和４年９月から令和４年１１月末までに寄せられたものです～（敬称略）
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お 知 ら せ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

問題

クイズ

ハートマQuiz

社協だより１８7号(令和4年10月)の答え：「アンブレラ」
合計81通のご応募、ありがとうございました。

令和5年1月３１日必着【応募締切】
※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。

8

高齢になると重いものを運ぶのは大変ですよね。
だけボラ（○○運搬のお手伝い）。
○の中にはどんな文字が入りますか？ ・代 表 Tel 0144-32-7111・Fax 0144-34-8141

・介護事業所 　　　　　　　　Tel 0144-38-2251
・市民相談所 　　　　　　　　Tel 0144-33-2345
・ボランティアセンター 　　　　Tel 0144-84-6481
・成年後見支援センター　　　Tel 0144-38-7291
・男女平等参画推進センター　Tel 0144-32-3544
・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
・苫小牧市ボランティア連絡協議会

【問合せ】地域福祉課地域福祉第１係TEL32-7111
またはshafuku08@tomakomai-shakyo.or.jp

ふれあいサロンふれあいサロン
苫社協

【問合せ】地域福祉課地域福祉第1係　TEL ３２-７１１１

【問合せ】ボランティアセンター　TEL 84-6481/FAX 34-8141
　　　　Eメール　volucen@tomakomai-shakyo.or.jp

【問合せ】ボランティアセンター　TEL 84-6481/FAX 34-8141
　　　　Eメール　volucen@tomakomai-shakyo.or.jp

学校に行きづらいお子さんやご家族、不登校経験者の方
向けのお話の場をはじめました。外出してみなさんとお
うちのことを話し、少しだけ明日の自分が軽くなれれば
…との思いから開催します。

はじめての方にも安心してご参加いただけるよう、でき
る限りサポートしてまいりますので、お気軽にご参加く
ださい。

日程　令和5年2月16日（木）
時間　18:30 ～ 20:30（予約不要、入退室自由）
場所　市民活動センター 3階／会議室１

日　時　令和5年1月28日（土）
　　　　　10時00分～ 15時00分
会　場　市民活動センター　１F　多目的ホール

令和 4 年度「傾聴講習会」を開きます！
日　時　令和5年3月13日（月）
　　　　13時30分～ 15時30分
会　場　市民活動センター　１F　多目的ホール
定　員　30名
　　　　（定員に達し次第締め切りとさせていただきます。）
内　容　講話「お話を丸ごと、穏やかに受けとめるために
　　　　　　　～心に寄り添う傾聴～」
講　師　合同会社うえるかむ　池田 ひろみ 氏

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

ふまねっと運
動や

レクリエーシ
ョンで

楽しんでいま
す

社協ふれあいサロン
at市民活動センター

日程　1月16日（月）
　　　2月20日（月）
　　　3月20日（月）
時間　10:00 ～ 15:00
場所　勇払一会
　　　（旧八戸商店）
　　　勇払45-1

出入り自
由

お気軽に
どうぞ

社協ふれあいサロン
at勇払

令和４年度 第２回

防災ボランティア登録者防災ボランティア登録者
研修交流会研修交流会

防災ボラ
ンティア登録済みの方対象防災ボラ
ンティア登録済みの方対象

詳細は、社協HP、ポスター等にて
ご確認ください。
また、ご登録を検討中の方の
見学も受付けておりますので、
お問合せ下さい。

申込の受付は、
2月6日（月）、9時からです。
詳細は、社協HP、ポスター等で
ご確認ください。

お気軽にご
参加くださ

い初めての
方大歓迎！申込不要！ 不登校児童・

生徒家族の
座談会 風まち

か　ざ

ヒントは
社協だよりを
よーく見てね！「〇〇運搬」

【はがき・FAX・メールでの応募】①クイズの答え②感想やご意見
③氏名④住所⑤電話番号⑥年齢を全て明記の上、「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。

【HPからの応募】苫小牧市社会福祉協議会HPトップページの「社協だよ
りハートマクイズ応募フォーム」または、右記のQRコードからも応募できます。

正解者の中から抽選で５名に図書カード1,000円分と今
回は、苫社協創立70周年を記念して社協のオリジナルマ
スキングテープを特別記念品としてプレゼント致します。
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