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今年も

ボランティアセンターでは、今年も５月から
町民カフェ「MOCO モコ」を開設します。
■幕別地区は第３金曜日 ■札内地区は第２金曜日
ボランティアスタッフがおいしいお茶とコーヒー
で皆さんをお迎えします。
散歩ついでや友達との待ち合わせなどに是非ご利用ください。
※幕別会場では麺類等の軽食も提供する予定です。

幕別カフェ

保健福祉センター

札内カフェ

札内支所

11：00〜14：00

10：00〜11：45

軽食とコーヒー、お茶

コーヒー、お茶

毎月第３金曜日

毎月第２金曜日

5月20日、6月17日、7月15日

5月13日、6月10日、7月8日

この事業は、社協会費並びに共同募金の一部で賄われています

▲昨年のカフェの様子

おしらせ
町民の方ならどな
たでもご来場いた
だけます。
幕別、札内共に利
用料金は無料です
が、募金箱の設置
をしていますの
で、ご協力いただ
ければ幸いです。

平成28年度

幕別町社会福祉協議会事業計画

ともに支えあう、安心・安全・福祉の町づくり
〜地域に理解される社協づくりを目指して〜
2.総合相談機能強化による潜在的ニーズ把握と対応

1.要介護者やその家族への日常生活支援体制の整備
高齢者や障がいのある方の日常生活を支援するた

社協内に開設した「幕別町成年後見サポートセン

め、食の自立支援サービス（食事の宅配）、外出支

ター（まくさぽ）」において、様々な生活・福祉課

援サービス（医療機関等への送迎）、生きがい活動

題に対するご相談に応じ、福祉制度の情報提供、生

支援（いきいきエンジョイ教室・昼食交流会等）、

活困窮者への資金の貸付、判断能力に不安のある方

高齢者在宅介護支援（在宅介護者の集い・お元気で

の金銭管理、成年後見制度の利用支援等を行います。

すか訪問等）などのサービスを提供します。

3.ボランティアセンター機能の充実強化

4.健全な財務運営と財源の安定的確保

ボランティアコーディネーターとボランティア団

地域住民が納得できる事業展開を促進し、会員制

体の協力によって、幕別地区と札内地区で町民カ

度への理解促進と寄付金の拡充に努めます。また、

フェ（ＭＯＣＯ）を開設し、ボランティアに関する

昨年11月に策定した「経営改善計画」に基づき、

情報の収集・発信を行い、活動の活性化と住民相互

コスト管理の徹底と職員人件費の抑制を図り、効率

の交流を図ります。

的な組織運営によって財政基盤の強化に努めます。

平成28年度会計予算
拠点区分

サービス区分

社 協 自 主 事 業

社協事業

介護保険事業

事

業

【単位・千円】
説

明

予算額

法人運営事業

理事会、評議員会など法人全体の業務

37,935

共同募金配分金事業

共同募金助成、歳末助けあい事業など

4,276

福祉金庫貸付事業

低所得者向けの一時資金貸付

地域福祉事業

サロン支援、ボランティア活動など

4,652

成年後見事業

成年後見事業、日常生活自立支援事業など

7,550

ケアプランセンター事業

介護サービス計画作成業務

12,360

デイサービス事業

日帰りの通所介護サービス

40,991

高齢者へ就労の場の提供事業

66,037

高齢者就労センター事業 高齢者就労センター事業
小

計

750

174,551

幕 別 町 受 託 事 業

食の自立支援サービス事業

高齢者向けの食事宅配事業

外出支援サービス事業

高齢者、障がい者向けの通院等送迎事業

5,813

布団洗濯乾燥サービス事業

高齢者向けの布団洗濯乾燥サービス

1,572

在宅介護支援等事業 軽度生活援助事業

12,836

高齢者向けの簡易な家事援助事業

90

生きがい活動支援通所事業

いきいきエンジョイ教室の開催など

2,767

高齢者在宅介護支援事業

介護者の集いの開催、介護用品の助成

4,034

高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業

高齢者住宅入居者への相談業務など

2,229

小
合

計
計

29,341
203,892

☆詳しい事業計画、予算は社会福祉協議会ホームページでをご覧ください。URL:www.maku294.jp
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この社協だよりは、共同募金（助成金）の一部で作成いたしました。

社協事業の紹介ページ

モコちゃん

社協の出前講座をご利用ください
マコちゃん

社協の事業を職員が集会等に出向いてご説明することで、皆さんとつながりを深め、一体
となって地域福祉の向上に取り組んでいければと考えていますので、より多くの皆さんのご
利用をお待ちしています。

『ふれあい出前講座メニュー』
講

No.
１
２

座

名

容

ボランティア活動を始める際の心構えや活動の注意点、身近なと

ついて

ころで行われている活動の事例などをご紹介します

車いす体験学習について

５

成年後見事業について

６

共同募金の仕組みについて

７

在宅福祉サービスについて

「地域サロン」を立ち上げる際のポイントや準備資料、運営の方法、
その他社協の支援内容等についてご説明します
使い方や介助方法を、実際に車いすを使用してご説明します
判断能力に不安のある方の財産管理や契約行為、制度利用に関す
ることについてご説明します
「赤い羽根共同募金」・「歳末たすけあい募金」の仕組みや募金ボラ
ンティア、募金の使い道などについてご説明します
食事の宅配サービスや通院送迎サービスなど、町の受託事業とし
て行っている「在宅福祉サービス」をご紹介します

介護保険サービスの利用方法に

介護保険サービスの利用方法について、わかりやすくご説明しま

ついて

す

介護予防運動の健康体操に

介護予防運動の健康体操の方法について、実技を交えながらわか

ついて

りやすくご説明します

象

実施時間

おおむね 10 人以上のグループや団体
原則として平日の午前９時から午後８時まで
所要時間は１時間程度を想定しています。

料

内

ボランティア活動の参加に

４

対

の

社協の具体的な活動や役割についてご説明します

地域ふれあいサロンについて

９

座

社協の組織と活動内容について

３

８

講

金

申込方法

無料（会場費などは負担ください）
開催希望の１ヶ月前までに申込書を提出して
ください。
※申込書は、事務所またはホームページから

お申込み、お問い合わせ

幕別町社会福祉協議会
電話 0155-55-3800
FAX 0155-55-2115

この社協だよりは、共同募金（助成金）の一部で作成いたしました。
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社協事業の紹介ページ

ふれあい用具貸し出し事業
縁日グッズやゲームなどの用具を貸し出ししていま
すので、公区やサークル等でご利用ください。
予約状況によってはお貸し出来ない場合もあります
ので、事前にお問い合わせください。
※予約は、使用日の３ヶ月前の午前９時から受付けます。

無料貸出

高齢者就労センター
高齢者の社会参加を促進するため、公園・道路清掃
などの公共事業、一般住宅の草刈り・草取り、庭木剪
定などの仕事を、会員登録した高齢者に提供していま
す。
各種作業の依頼や会員登録の申し込みなど、お気軽
にご相談ください。

《ゲーム》
ディスコン スカッとボール、ボウリング
ガンバルーン、ストラックアウト、カーリング等
《その他》
スピーカー、テント、もちつきセット
有料貸出

１機種１回 1,000 円

《縁日グッズ》
綿あめ機、ポップコーン機、かき氷機

雑草ってすぐ伸びるなぁ……

主な仕事の単価（１時間）

お問い合わせ

幕別町社会福祉協議会
綿あめ機

電話 0155-55-3800
FAX 0155-55-2115

お仕事依頼
お待ちしてます

草刈り（機械）…… 1,300 円
草刈り（手刈）……… 790 円
草取り（手刈）……… 800 円
剪定………………… 1,200 円
農作業補助…………… 790 円〜

モコちゃん

ボランティア紹介・お知らせ

幕別町ボランティア連盟が
研修会を行いました
みなさんのおうちに眠っているおもちゃの修理をし
ています。もう一度命を吹き込みませんか？
おもちゃを持って気軽にお越しください。
会

場

百年記念ホール

料

金

部品代のみ

医師長

郷

医

近藤和弘（緑町）

千葉智子（錦町）

武田茁枝（軍岡）

前田宣征（旭町）

増子芳勝（暁町）

星

師

３月８日（火）、保健福祉センターにて、ボラ
ンティア団体「幕別町ボランティア連盟」による
研修会が行われました。保健師による出前講座
「介護保険を受ける身になったら」を学び、ボラ
ンティア活動を続けることが大切だと認識した勉
強会でした。

孝男（旭町）

忠雄（帯広）

安藤提子（文京町） 澤山明子（桜町）
東山末広（共栄町） 吉沢

悟（あかしや町）

▲保健師による講座を一生懸命聞いている皆さん

町内で活動しているボランティアやサークルの皆さん、活動の様子を掲載しませんか？記事募集中です
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この社協だよりは、共同募金（助成金）の一部で作成いたしました。

社協からのお知らせ

５月16日（月）から
社協の事務所が移転します
福祉課・こども課・保健課が役場新庁舎へ
移動後、社協の事務所が『保健福祉センター
正面入口側』に移転します。

幕別町共同募金委員会より
昨年は多くの皆様より赤い羽根共同募金
と歳末たすけあい募金にご協力いただき、
心よりお礼申し上げます。前回の社協だよ
り発行以降に募金をいただいた皆様のお名
前を掲載します。≪敬称略・順不同≫

共同募金追加報告

＜社協の取扱事業＞
町委託事業の予約（食事宅配の注文受付、
通院送迎サービスの予約等）
幕別町成年後見サポートセンター事業
（各種生活相談、生活福祉資金貸付等）
ボランティアセンター事業
高齢者就労センター事業
ふれあい用具貸し出し事業

マコちゃん

歳末たすけあい募金追加報告

・㈱ステア
・新川公区
・幕別真幸協会職員親睦会 ・五位公区

4,200円
2,200円

札内寿会老人クラブ様 から頂きました
90名 の 会 員 さ ん 達
が、１年かけてペット
ボトルに集めてくださ
いました。

＜役場新庁舎（町）の取扱事業＞
食事の宅配や送迎サービス等の新規登録
（食券の受取り・支払いは役場で）
日本赤十字社の社資の納入

たくさんのご寄付あ
りがとうございまし
た！！

皆様からの心のこもったあたたかい善意
誠にありがとうございます
寄 付 金〈2月8日〜 4月1日〉
受領日

※敬称は略させていただきます。

寄付者名

寄付の理由、目的

２月８日

森本

憲司

母、森本

２月12日

大和講眞隆寺支部

社会福祉事業のために

２月16日

杉坂

父、杉坂

３月１日

幕別技能士会

社会福祉事業のために

３月７日

有限会社札内清掃センター

社会福祉事業のために

３月９日

相沢

社会福祉事業のために

３月17日

匿名

社会福祉事業のために

３月30日

幕別建設業協会

社会福祉事業のために

４月１日

札内寿会老人クラブ

社会福祉事業のために

達男

繁晴

寄付物品〈2月10日〜 4月1日〉
受領日

寄付者名

２月10日

朝日生命労働組合

２月10日

匿名（幸町）

マサ 様ご逝去に際して
常太郎 様ご逝去に際して

※敬称は略させていただきます。

寄付品物
釧路支部

タオル
介護用品
マコちゃん

この社協だよりは、共同募金（助成金）の一部で作成いたしました。

モコちゃん
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平成27年度社協会費の主な使いみち
〜誰もが安心して暮らせるまちづくりのために〜
■ボランティアセンター事業

ボランティア交流研修会の開催やボランティ
ア活動支援事業費として。

■地域ふれあいサロン支援事業

地域の方が気軽に集うことができる地域サロ
ンに開設支援金と保険料の助成費用として。

平成28年度

■忠類ふれあいもちつき大会

忠類地域交流事業「もちつき大会」
の費用として。

社会福祉協議会は､ 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らす

社協会員への
ご加入を
お願いします
一般会員

赤い羽根チャリティ

一世帯

500円

ことができる福祉のまちづくりを目指しています。昨年度は、
2,612,350円もの会費を皆さまからいただき、13の事業を行
うことができました。皆さまのあたたかいご協力に心より感謝
申し上げます。
平成28年度も引き続き、社協の活動の趣旨をご理解いただ
き、会員へのご加入をお願いいたします。
7月に公区長さんを通じてお願いをする予定です。

※ 1,000 円以上の場合は特別会費として

会費の主旨や使いみちについては7月の公区内回

区分させていただきます。

覧をご覧ください。

マコちゃん

在宅介護者の集いのご案内

春 の音更バスツアー
モコちゃん

日頃よりご家族を介護されている皆様に気分転換していただきたく、
下記のとおり企画しました。皆様のご参加をお待ちしています。
▲スイートピア・ガーデン

◆日

時

平成28年6月7日（火）

◆申し込み

局へ申し込みください

午前９時00分〜午後３時00分まで

（担当：秋山 電話 55-3800）

※保健福祉センター発着予定時間です。
◆場

所 【見学】よつば乳業十勝主管工場〜お土産あります
【買物】スイートピア・ガーデン〜美味しいお菓子
【昼食】海鮮

蔵〜 3種類のメニューから選べます

【買物】ハピオ〜たまに違った所でお買い物を
◆対 象 者 在宅で介護されているご家族の方
◆参 加 費 無料

熊本地震義援金 を受付ています！
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５月25日（水）までに社協事務

◆そ の 他

シルバーカーや車イスが必要な
方はお申し込み時にお伝えくだ
さい。

★申し込みのあった方へ、１週間前までに詳
細を郵送します。

募金方法等の詳細は、幕別町共同募金委員会へ
お問い合わせください。
【TEL：55-3800】

この社協だよりは、共同募金（助成金）の一部で作成いたしました。

