歳末たすけあい募金にご協力いただきありがとうございました
今年度の助成事業の一部をご紹介します

ふれあいネットワーク

おおぞら社協だより

２０１４年３月号外
発行：社会福祉法人大空町社会福祉協議会

育成会とエアポートの交流会
１月１９日（日）に網走ヤングボウルと
焼き肉ウエスタンにて新年交流会を開催
しました。当日は、育成会とエアポート
の会員に加え、ちあふるの利用者と職員
も参加し、総勢３３名でボーリングと焼
き肉バイキングを楽しみながら交流を深
めました。

「果物や野菜
などの重さを
言い当てる」
ゲームを楽し
みました！

東藻琴地区事務所
〒099-3293
網走郡大空町東藻琴 360-1
大空町役場東藻琴総合支所内
TEL (0152)63-5105
FAX (0152)66-2423

高齢者クリスマス会
東藻琴地区のふれあい昼食会の一環で
昨年１２月に開催されました。当日は
輪投げとお手玉入れで交流を深めた
後、食事ボランティアひまわりのみな
さんによる手作りの昼食をいただきま
した。また佐々木食堂さんより寿司ネ
タを提供していただきかなり豪華なも
のになりました。

２月ときめきサロンを開催しました
２月１４日に女満別老人福祉センターにてときめきサロンを開催しました。当日は、大空町青少年育成協
会より寺島さんと白尾さんを講師として招き、レクリエーションを楽しんだ後、ボランティアさんの手作
りの昼食を楽しみました。ときめきサロンは毎月、女満別地区にて開催されています。女満別地区にお住
まいの６５歳以上の方であればどなたでもご参加いただけます。興味のある方はお気軽に社会福祉協議会
までお問い合わせ下さい。

東藻琴ちあふる交流会
昨年１２月１４日（土）に開催され、
ちあふる利用者と子どもたち合わせて
２０名の参加がありました。
当日は、岡本シゲ子さんの協力の下ク
レープを手作りしました。みんなで食
べた後、ビンゴゲームで盛り上がりま
した。

くらしの法律相談会、くらしのなんで
も生活相談会を開催しました
ファミリーサポート会員講習会
２月１日に東藻琴消防カルチャーセンターにて開催
され、会員と子どもたち合わせて１７名が参加しま
した。消防署の方を講師に迎え、普通救命救急を学
びました。特に実技ではみなさん、真剣な様子がう
かがえました。
参加後、参加者全員に修了証が手渡されました。終
了後は昼食を囲んで会員同士の交流を深めました。

社会福祉法人
大空町社会福祉協議会
〒099-2324
網走郡大空町女満別西 4 条
4 丁目 1-6 女満別伝承館
TEL (0152)75-6021
FAX (0152)75-6022

１月にくらしの法律相談会、２月にくらしのなん
でも相談会を開催しました。当日は、社協の役職
員はじめ、民生委員、身障協大空分会、老人クラ
ブ関係者等など多数の皆様にお越しいただきまし
た。
１月のくらしの法律相談会では河邊法律事務所の
河邊弁護士に実際の法律相談について詳しく解説
していただきました。今後は、月に一度、女満別
老人福祉センターまたはふれあいセンターフロッ
クスにて開催予定です。
多数の皆様のご来場をお待ちしております。

社会福祉協議会で今年度取り組んだ事業の一部をご紹介します

町内ボランティア団体の活動の一部をご紹介します

ふれあいネットワーク活動推進事業への取り組み

３町ボランティア朋の集いに参加しました

今年度は女満別地区４自治会、東藻琴地区３自治会に対して助成金を交付しました（３月２４日時点）。

近隣の美幌町と津別町のボランティア実践者と交流を深めるためのボランティア朋の集いが １２月１６

各自治会ともに高齢者の見守り活動やサロン活動を積極的に実施していただきました。

日（月）に美幌町民会館で開催され、大空町より３２名の参加がありました。北海道医療大学准教授の

今年度のサロン活動ですが、大東自治会では定期的な食事会・サロンが開催され、山園自治会では「山

長谷川聡さんの講演「ずっと現役活動者」を聞きより学びを深めた一日となりました。

園ふれあいパークゴルフ愛好会」が５月～１０月まで開催されました。
また、６月２１日には役場１階１号会議室にて研修会を開催し、NPO 法人札幌市障害者活動支援セン
ターライフ理事の笠井衛二さんに「小地域ネットワーク活動について」についてご講演をいただきまし
た。講演後、山田好美さん（北一自治会長）、吉田利昭さん（大東老人クラブ会長）に 事例発表してい
ただき、高齢者の見守り活動への取り組みについて大空町自治会連合会会長の水野正義さんに説明をし
ていただきました。

ふれあいサロン SORA ひな祭り会が開催されました
３月５日（火）にふれあいサロン SORA 主催のひな祭り会が開催されました。午前にスカットボール
で交流を図った後に、ボランティアさんによる手作りのちらし寿司とお吸い物と桜餅をいただきました。
春の訪れを感じさせるひな祭りとなりました。

女満別地区ふれあい交流会

東藻琴地区ふれあい昼食会

女満別地区に居住する 70 歳以上単身者と 75 歳

東藻琴地区に居住する 70 歳以上の単身者を対象

以上夫婦世帯を対象に年２回（６月と１０月）、

に月に一度（木曜日）に食事ボランティアひまわ

近隣の観光地等の見学・食事会を行いました。６

りのみなさんの協力により手作りの昼食を提供し

月は知床方面に行き、１０月は（株）山口油屋福

ました。

太郎北海道支店とモヨロ貝塚に行きました。

子どもミニ運動会が開催されました
２月８日（土）に東藻琴 B&G 海洋センターで開催され多くの子どもたちと保護者の方が参加しました。
参加者は６チームに分かれ７種目の合計を競い合いました。競技終了後は豚汁が振る舞われました。

社会福祉協議会で今年度取り組んだ事業の一部をご紹介します

社会福祉協議会で今年取り組んだ事業の一部をご紹介します

社会福祉協議会役員研修で栗山町に行ってきました

見守りネット事業への取り組み

今後の地域福祉サービスを考察する目的で北海道栗山町

町内在住の６５歳以上の単身高齢者または高齢者夫婦世帯または障がい者で訪問（見守り）が必要な方

を視察し栗山町社会福祉協議会の吉田義人事務局長にお

を対象にふれあい訪問員が訪問し日常生活に対する助言指導や健康管理指導を行っておりますが、今年

話をうかがってきました。栗山町社協で取り組んでいる

度より女満別地区において人員を拡充いたしました。また、今年度よりはなぞの団地シルバーハウジン

「ケアラー（無償の介護者）支援事業」について学び、

グにおいて生活援助員による日常生活支援サービス（正月休みを除いた全日）を受託しています。

その後、まちなかケアラーズカフェ「サンタの笑顔」に
訪問に行きました。ここで得た学びを今後の地域福祉活
動に生かして行きたいと考えております。

給食サービス事業への取り組み
町内在住の７０歳以上の単身高齢者、８０歳以上の高齢夫婦のみの世帯または障がいをお持ちの方を対
象に週３日（女満別地区）、週２日（東藻琴地区）配食ボランティアおよびボランティア団体「つくし
の会」（女満別地区のみ）のみなさまの協力の下、声かけや安否確認を兼ねて行っております。町、社
協、共同募金委員会の助成により季節や利用者の趣向にあった配食メニューを提供しております。

ファミリーサポートセンター会員募集
ファミリーサポートセンターは子育ての手助けがほしい方が利用会員となり、子育ての手助けができる
方が援助会員になって地域の中で助け合っていく制度です。仕事の都合で保育所の送りや迎えに行けな
い、用事で出かけなければならない、たまには子育てのリフレッシュがしたいなど、一時的にお子さん
の養育ができないとき、ご家族にかわって援助会員がお子さんをお預かりします。
次のような方が会員として登録できます

福祉有償移送サービスへの取り組み

日常生活自立支援事業への取り組み

る家庭の方

町内在住の要支援または要介護認定を受けた方

町内に在住している認知症高齢者、知的障

援助会員（子育ての援助を行いたい方）⇒町内在住で、２０歳以上の心身ともに健康な方

または障がい者手帳を所持している方でかつ公

がいおよび精神障がいのある方で判断能力

両方会員（子育ての援助を受けたい・行いたい方）

共交通機関での移動が困難な方に対し、当社協、

が十分でないと判断された方を対象に福祉サ

大空町では共働きの家庭が多く、休日に限らず平日でもファミリーサポートを利用したい方が増えてい

所有の車両により町内及び近隣市町（美幌、網

ービスの利用手続きや日常の金銭管理等を支

ます。子育てに意欲がある方、時間に余裕のある方など、少しでもこの事業に関心のある方、 お気軽に

走、北見）の医療機関への通院を支援していま

援します。現在、女満別地区に２名、東藻琴

お問い合わせ下さい。

す。なお、通院先として平成２６年度より津別

地区に１名の生活支援員が活動しております。

利用会員（子育ての援助を受けたい方）⇒町内在住で生後６ヶ月～小学３年生までの子どもを育ててい

町と小清水町が追加となります。

【法人・商店】
（敬称略）

大空町共同募金委員会からのお知らせ
昨年みなさまからご協力いただいた募金結果についてご報告いたします。
平成２５年度赤い羽根共同募金運動結果について
○ 実績額 2,487,297 円（目標達成率 101％）

○ 目標額 2,462,000 円
【募金内訳】
募金方法
金 額（円）
協力・実施数
戸別募金
1,110,956
－
街頭募金
13,060
１ヶ所
法人募金
717,000 10３企業商店
学校募金

25,150

４校

職域募金

1,200

１件

興行募金
（イベント募金）

122,038

個人大口募金

178,462

団体

その他
募 金

５件

７件

280,343

７件

26,543

寄付金付ｸﾞｯｽﾞ

12,545

合

計

(有)すがの商店

(有)光工務店

熊谷理容院

田中新聞店

東藻琴歯科診療所

網走信用金庫東藻琴支店

文具のナカヤマ

(有)児玉時計電化ｾﾝﾀｰ

ﾎｰﾑｼｮｯﾌﾟイナリ

松山東栄堂

ｾｲｺｰﾏｰﾄさとみ

佐々木旅館

双日北海道

(有)笠井商店

網走交通(株)整備工場

ＪＡｵﾎｰﾂｸ網走東藻琴支所

(有)東藻琴車輌ｾﾝﾀｰ

(有)高橋鉄工所

東陽設備㈲

(有)井戸整備

(株)大橋牧場

大空町東藻琴診療所

北海道畜産公社(株)北見営

ＮＯＳＡＩｵﾎｰﾂｸ大空支所

与志本(株)

業所

備

考

あおさぎ歯科

赤塚建材店

網走信用金庫女満別支店

アマンド菓子店

岩原新聞店

2222 世帯

ｵﾎｰﾂｸ自動車学校

おり塗装

カットサロンみくに

(株)朝鳥商店

(株)岩原

メ ッ セ ー ジ 伝 達 式 (10/1)

(株)オートカラー南部

(株)河西組

(株)河原自動車

(株)木下木材工業

(株)斉藤建設

(株)たいせつ

(株)中央自動車工業

(株)電建 大空支店

(株)ばんば

(株)藤井建設

(株)ボッシュ

(株)メタルワーク

(株)三ッ輪ベンタス女満別

(株)女満別建設

(株)吉井建設

女満別小学校、豊住小学校
東藻琴小学校、女満別高等学校

工場
企業組合サンアイ

ザ・ギンザ

斉藤薬局

さかえや呉服店

榊原設備工業所

第３４回ノンキ－ランドふるさと祭り

沢田燃料店

寿司・食事処 敏

すずき化粧品店

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ女満別店

谷川整骨院

ふれあい広場２０１３

たまや菓子店

千葉漁業

つつみ呉服店

ながしま家

ニワ生花店

赤い羽根共同募金第５回ﾁｬﾘﾃｨｰ歌謡ｼｮｰ

ﾌｫﾄｽﾀｼﾞｵなおい

ブランジェ・アンジェ

ホクレン女満別種子工場

北登工業

ホテル湖南荘

若返り演芸会、ﾒﾙﾍﾝ新春もちつき

ホテル山水

女満別中央病院

守屋歯科医院

山形電気商会

(有)秋岡自動車工業

女満別町農業協同組合

(有)小黒産業

(有)神田設備

(有)ササキ

(有)三和建設

(有)昭和ﾎﾞﾃﾞ-工業

(有)杉本車両工業

(有)田中十字堂

(有)珍田商店

(有)中島塗装

(有)中嶋板金店

(有)ナカムラデンキ

(有)雅楽代建設

(有)マルカ樫原商店

(有)女満別ハイヤー

網走地区身体障害者協会大空分会

(有)山田電気

大空町商工会

(有)大澤配管工業

ユリ理容院

一二三美容室

青空会、ふれあいサロンフレンド

ヘアーサロン いずみ

大泉とこや

美容室アニメート

voyage

りー美容室

大空町文化団体協議会、東藻琴寿クラブ

美容室ムーブ

中華ﾚｽﾄﾗﾝ 吉

速水商店

社

協

太田

勇さん、渡辺

佐市さん、高橋

菅原

幸子さん、山本

鈴木

武昭さん、匿名希望

満さん

昌彦さん

女満別ライオンズクラブ、全日本空輸（株）

募金箱

船橋西川建設㈱

興業募金（イベント募金）にご協力いただきありがとうございました

２3 箇所
募金バッジ（２５個）フロストコップ（9 個）

2,487,297

第３４回ノンキーランドふるさとまつり（８月２５日）
内容：フライドポテト、かき氷の販売、募金グッズコーナー設置

平成２５年度歳末助け合い募金運動結果について
○ 目標額
９７８，０００円
【募金内訳】
募金方法

金

○ 実績額 １,０００，０４５円（目標達成率 １０２.２％）

額（円）

戸別募金

９９０，０４５

篤志募金

１０，０００

合

計

協力・実施数

備

考
２３００世帯

１人

西

暁男さん

１，０００，０４５

平成２５年度東日本大震災義援金について
平成２５年度も義援金の受付を行っておりましたが本年度で終了します。ご協力ありがとうございました。
義援金実績額

１２，７３９円

【義援金内訳】
義援金種別
法人・企業・団体
合

計

金 額（円）
12,739
12,739

件

数
2件

備
女満別観光協会、ほのか

考

ふれあい広場 2013（９月１５日）
内容：ﾌﾗｲﾄﾞﾎﾟﾃﾄの販売、ＰＲｺｰﾅｰの設置

赤い羽根共同募金第５回チャリティー歌謡ショー（１２月７日）
内容：あんまん、肉まんの販売、募金ｸﾞｯｽﾞｺｰﾅｰの設置

