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　4月 25 日、札内コミュニティプラザに社会福祉協
議会が障がい者やボランティアさんと一緒に運営する
「カフェ」をオープンしました。
　カフェの名前は「Cafe ノンノ」。地域の皆さんに、
自然と足を運んでもらえるような親しみやすいカフェ
を目指しています。より多くの皆さんのお越しをお待
ちしております。

▲オープン記念のテープカット（スタッフ小森、林社協会長、川瀬副町長、スタッフ山根　右から）

Cafeノンノでは、ボランティアさんを募集しています。詳細は２ページ

「札内コミュニティプラザ」＆「Cafe ノンノ」オープン記念

日時　平成 29年 7月 29日（土）午後 6時～午後 8時
場所　札内コミュニティプラザ

2017チャリティービアパーティー !!
詳細は、HP又はチラシにて
６月下旬よりお知らせいた
します。
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　カフェの業務をお手伝いいただけるボラン
ティアさんを募集しています。活動内容は、
簡単な調理や片付けなど難しい作業はありま
せんので、是非、ご登録ください。

１．日　時　火曜日から土曜日
　　　　　　午前９時30分～
　　　　　　午後１時30分頃まで
　　　　　　（祝日と年末年始は除きます）
　　　　　　※曜日、時間はご相談に応じます
２．内　容　調理補助、洗い物、接客など
３．詳　細　登録や詳細については、幕別町

社会福祉協議会（☎ 55-3800）
までお問い合わせください

Cafe ノンノ
毎週火曜日～土曜日
午前10時 30分～午後 3時 30分

祝日、年末年始お休み

温かい飲み物
　☆コーヒー
　　・オーガニック………………………150 円
　　・ノンノブレンド……………………200 円
　☆紅茶……………………………………200 円
冷たい飲み物
　☆ソフトドリンク（各種）
　　・Ｓサイズ……  80 円　Ｍサイズ …130 円
　☆アイスコーヒー
　　・Ｓサイズ……150 円　Ｍサイズ …200 円

お食事（数量限定）
　☆ノンノカレー（サラダ、Ｓドリンク付） …………450 円
　☆ノンノナポリタン（サラダ、Ｓドリンク付）………450 円
　　※ 50 円プラスで、オーガニックコーヒー、アイスコーヒー
　　　100 円プラスで、ノンノブレンドコーヒー、紅茶
スイーツ
　☆あすなろケーキ………………………………………100 円
　☆イタリアンジェラート………………………………150 円

※メニューは少しずつ増やしていきます

Cafe ノンノのこだわり
☆ノンノブレンド
石狩市にある「徳光珈琲」がノンノのために特別に作った
プレミアムコーヒーです。やや軽めのスッキリした味わい
が特徴です。徳光珈琲ではコーヒー生産者から直接買い付
け、一つ一つ手作業で豆を選別して自家焙煎を行っていま
す。丹精込めて作られたコーヒーをぜひ、ご賞味ください。

☆手作りカレー＆ナポリタン
一つ一つお店で手作りしているため数量限定です。カレー
はコクがあってちょっぴりスパイシーなビーフカレー。ナ
ポリタンは懐かしの味です。

☆全自動コーヒーマシン
喫茶店マスターの技術を機械で忠実に再現。1杯 1杯豆を
挽き、蒸らしや抽出時間まで精密に計算されたコーヒーで
す。芳醇な香りをお楽しみください。

「Cafe ノンノ」の由来
　カフェの名前募集には、全部で 151 通もの応募がありました。
たくさんのご応募ありがとうございました。
　その中から、当時、札内東中学校 3年生だった青木ひとみさ
んが名付けてくれました。
　ノンノの意味はアイヌ語で「花」。
　「カフェに来た人が花のように明るい気持ちになれますよう
に」との思いが込められています。 ▲名称募集の最優秀賞に選ばれた青木ひとみさんへ目録を

手渡す林社協会長。（右から）

Cafe ノンノ　メニュー
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平成29年度会計予算

平成29年度　幕別町社会福祉協議会事業計画

～地域に理解される社協づくりを目指して～

ともに支えあう、安心・安全・福祉の町づくり

拠点区分 サービス区分 事　　業　　説　　明 予算額

社

協

自

主

事

業

社協事業

法人運営事業 理事会、評議員会など法人全体の業務 34,669

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 4,252

福祉金庫貸付事業 低所得者向けの一時資金貸付 250

地域福祉事業 サロン支援、ボランティア活動など 4,056

成年後見事業 成年後見事業、日常生活自立支援事業など 7,836

札内コミュニティプラザ喫茶事業 Cafe ノンノの運営 3,831

介護保険事業
ケアプランセンター事業 介護サービス計画等の作成業務など 12,360

デイサービスセンター事業 日帰りの通所介護サービス 49,002

高齢者就労センター事業 高齢者就労センター事業 高齢者へ就労の場の提供 66,427

小　　計 182,683

幕
別
町
受
託
事
業

在宅介護支援等事業

外出支援（移送）サービス事業 高齢者、障がい者向けの通院等送迎　　　 7,541

布団洗濯乾燥サービス事業 高齢者向けの布団洗濯サービス 1,572

軽度生活援助事業 高齢者向けの簡易な家事援助など 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 2,836

高齢者在宅介護支援等事業 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 2,624

生活支援コーディネーター配置事業 高齢者に対する生活支援体制の推進 6,750

小　　計 25,447

合　　計 208,130

☆詳しい事業計画、予算は社会福祉協議会ホームページをご覧ください。URL:www.maku294.jp

【単位・千円】

３．要援護者やその家族への日常生活支援体制の整備

　（住民参加型在宅福祉サービスの仕組みづくり）

２．高齢者が気軽に集うことができるカフェの整備

　（カフェを通じた地域共生社会の実現）

４．ボランティアセンター機能の充実強化

　（災害時ボランティア活動体制の仕組みづくり）

１．多様な方法による安定・継続した住民ニーズの把握

　（地域資源及び地域ニーズの現状把握）

　支援が必要な高齢者の在宅生活を支えるため、生

活支援コーディネーターを配置し、身近な見守りや

安否確認、ゴミ出し、雪かきなど、地域に潜在化す

るニーズの把握と課題の分析に努めます。

　札内コミュニティプラザにおいて、障がい者とボ

ランティアによるカフェを運営し、地域の高齢者や

子育て中の母親と子どもたちなどの幅広い世代が、

気軽に集える交流の場を提供します。

　住民主体による日常生活支援体制の整備を図るた

め、ボランティア、NPO、民間企業など地域の多様

な主体に参画を求め、関係者の情報共有とネット

ワーク化を推進します。

　災害ボランティア活動が効果的に行えるよう、幕

別町防災環境課と連携し、ボランティアの受入等に

関する基本的な考え方を定めた「災害ボランティア

センター設置・運営マニュアル」を作成します。
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社協よりお知らせ

社協の出前講座をご利用ください
モコちゃん

電話  0155-55-3800
FAX  0155-55-2115

幕別町社会福祉協議会
お申込み、お問い合わせ対　　象　　おおむね 10人以上のグループや団体

実施時間　　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　　金　　無料（会場費などはご負担ください）
申込方法　　開催希望日の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

No. 講　座　名 講　座　の　内　容

１ 社協の組織と活動内容について 社協の具体的な活動や役割についてご説明します

２ ボランティア活動の参加に
ついて

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
ころで行われている活動の事例などをご紹介します

３ 地域ふれあいサロンについて
「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

４ 車いす体験学習について 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

５ 成年後見事業について
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

６ 共同募金の仕組みについて
「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

７ 在宅福祉サービスについて
通院送迎サービスやいきいきエンジョイ教室など、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

８ 介護保険サービスの利用方法に
ついて

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
す

９ 介護予防運動の健康体操に
ついて

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
りやすくご説明します

町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ町民カフェ MMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCOCO
モ コ

　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」を開設しています。今年は幕別地区

のみで毎月第2木曜日の開催を予定しております。

　ボランティアスタッフがおいしいお茶とコーヒー、そして軽食で皆さんをお迎えします。

　散歩のついでや友達との待ち合わせなど、地域の憩いの場として是非ご利用ください。

～ボランティアによる
地域居場所づくり～

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

毎月第２木曜日
６月８日、７月13日、８月10日
午前11時00分～午後１時30分
※9月以降の開催日は、８月発行の社協だよ
りにてお知らせします

幕別町保健福祉センター

日時
ボランティアスタッフがコーヒーや
お茶、軽食でおもてなしします。

カフェの内容

会場
町民の方ならどなたでもご来場いただけます。利用料金は
無料ですが、募金箱を設置していますので、ご協力いただ
ければ幸いです。

おしらせ
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社協事業のページ

幕別町社会福祉協議会デイサービスセンター
　デイサービスセンターでは、健康維持や体力向上、健康寿命を延ばすことを目的に、歩行リハビリ

として施設内廊下で歩いた距離を道路に見立て、１周130メートル、100周で次の目的地点に移動し、

5000周で沖縄を目指しています。

　当デイサービスセンターをご利用されている三好幸子
さんが平成23年８月に幕別町を出発し、５年３ヶ月かけ
平成28年11月14日に沖縄に到着されました。
　三好さんからは「自分の健康の為歩けなくなったら困
るので、特に冬は外も歩けないため、積極的にウォーキ
ングを行いました。」としっかりとした目的を持ち、神奈
川県に到着した時は「神奈川県にいる弟に会えた気持ち
になり嬉しかった。」と日々こつこつと歩き続けてきまし
た。
　最終目標の沖縄には４回旅行に行った事があり、「やっ
と着いたーと大変嬉しかったです。」と喜びを話してくれ
ました。
　「ウォーキングを行った事は自宅での歩く事の自信につ
ながりました。今後の目標は幕別町に戻ってくること。」
と笑顔一杯で話して頂きました。

歩行リハビリ650キロ

三好　幸子さん　90歳

沖縄到着おめでとうございます

スタート

デイサービス
センター

1周 130m

スタート

【保健福祉センター館内図】
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地域ふれあいサロン地域ふれあいサロン
　町内11ヶ所のうち、今回は最後となる11ヶ所目の「地域ふれあいサロン」をご紹介します。
　興味のある方は、幕別町社会福祉協議会【０１５５－５５－３８０0】へご連絡ください。

　サロンは皆さんによる皆さんのための「集いの場」です。一つでも多く町内にそんな場所ができれば
と思っていますので、自分の地域にもと考えている皆さん、ぜひご相談ください。

町内 11ヶ所の活動紹介　～その 5～

あさひまちサロン 開催日　毎月第 2、第 4火曜日

時　間　午後 1時半～午後 3時

場　所　幕別北ふれあい交流館

内　容　講演、演奏会、外出行事、

　　　　ゲーム、体操

　毎回色々な事をして、皆で楽しん

でますよ♪どなたでも気軽に遊びに

来てください！開設150回記念行事　※会場コムニの里まくべつ

施設での花壇整備の様子

サロンの紹介ページ

ボランティアのページ

町内で活動している個人、団体ボランティア、サークルの皆さん

幕別町ボランティアセンターに登録しませんか？

ボランティアセンター（社協事務局内）や忠類ふれあい
センター福寿に登録カードがあります。また、幕別社協
のホームページからダウンロードすることもできます。

登録カードを提出していただきます

活動中はもちろん、活動場所へ
の移動中の事故も補償されます。

ボランティア保険に加入
町内のボランティアさんと
の交流会や研修会がありま
す。

ボランティアとの交流

施設慰問（踊りなど披
露）の調整をします。

施設慰問の調整

登録方法

登録すると…

問い合わせ　幕別町ボランティアセンター事務局　電話 54-4877　ＦＡＸ 55-2115
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共同募金追加報告
・幕別真幸協会
　職員親睦会 50,000円
・十勝の杜病院 5,504円
・昭和公区 6,000円
・泉町公区 10,000円
・新川公区 10,000円
・忠類幸町公区 17,000円
・忠類上忠類公区 8,000円

　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》

幕別町共同募金委員会より

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

受領日 寄付者名 寄付の理由、目的
２月15日 幕別町商工会女性部 社会福祉事業のために

３月１日 幕別町商工会青年部 サマーカーニバルより

３月２日 幕別技能士会 刃物研ぎ研修会より

３月３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３日 中村　郁子（札内桂町） 父、茶木　廣良様ご逝去に際して

３月３日 菅野　満子（中札内村） 父、茶木　廣良様ご逝去に際して

３月16日 幕別建設業協会 社会福祉事業のために

３月24日 匿名 社会福祉事業のために

４月18日 十勝民謡友の会連合会 第48回十勝民謡友の会発表大会より

４月18日 梅田　瑛子（札内春日町） 夫、梅田　音市様ご逝去に際して

４月25日 増谷　玲子（旭町） 夫、増谷　直哉様ご逝去に際して

４月26日 初夏を飾る芸能フェスティバル実行委員会 初夏を飾る芸能フェスティバルより

受領日 寄付者名 寄付物品

４月18日 佐藤　幸恵（札内青葉町） 介護用品

幕別町内数量限定

社協事務所にて販売中

※敬称は略させていただきます。　寄 付 金〈2月15日～～ 4月26日〉

※敬称は略させていただきます。　寄付物品〈2月10日～ 4月18日〉

マコちゃん モコちゃん

社協からのお知らせ

オリジナルピンッバッジ

歳末たすけあい募金追加報告
・昭和公区 2,400円
・忠類幸町公区 6,800円

・泉町公区 15,000円
・忠類上忠類公区 3,200円

幕別真幸協会職員親睦会 　今年は地域の困っている人たちのお
手伝いをする「モコちゃん」です。
　一個500円で販売していますが、制
作費を除いた約300円が、幕別町内の
福祉活動などに役立てられます。

1個500円
寄付金付

き！



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。8

～誰もが安心して暮らせるまちづくりのために～

社協会員への
ご加入を
お願いします

平成29年度

7月に公区長さんを通じてお願いをする予定です。
会費の主旨や使いみちについては7月の公区内回
覧をご覧ください。

　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
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、
2,464,150円もの会費を皆様からいただき、13の事業を行う
ことができました。皆様のあたたかいご協力に心より感謝申し
上げます。
　平成29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。

■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。

■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。

◆日　　時　平成29年６月14日（水）
　　　　　　午前９時10分から午後３時20分まで
　　　　　　※保健福祉センター発着予定時間です。

◆場　　所　【見学】農協記念館

　　　　　　【昼食】七面鳥メインご膳
　　　　　　　※鶏肉が苦手な方は申し込み時にお伝えください。

　　　　　　【買物】ピア21しほろ

　　　　　　【買物】青木園芸　他１か所

◆参 加 費　 無料

◆申し込み　６月７日（水）までに社協
　　　　　　 へ申し込みください。
　　　　　　 （電話 55-3800）

◆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、3日前までに
しおりを郵送します。

平成28年度社協会費の主な使いみち

マコちゃん

赤い羽根チャリティ

一般会員　　　　一世帯　500円
※ 1,000 円以上の場合は特別会費として
区分させていただきます。

在宅介護者の集いのご案内

春の士幌町
満喫バスツアー

　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。短い時間ですが、皆
で楽しみましょう♪ご連絡お待ちしてい
ます。


