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送迎バスを運行します

札内方面
　旧JA札内あかしや 8：38
　桂町近隣センター 8：41
　セブンイレブン札内北町店 8：46
　札内福祉センター 8：54
　春日町近隣センター 8：57

忠類方面
　ふれあいセンター福寿 8：20
　駒畠公民館 8：35
　糠内消防署 8：55

　各方面　9：15着
バス乗車人数に制限がございますの
で11月7日までにお申込ください。
※申込がない場合は、運行いたしま
せんのでご了承ください。

講演テーマ

介護の現場から考える

人生の最終章

と　き 11月16日㈰
午前9時30分～ 12時　開場：午前9時

ところ 町民会館

★幕別町社会福祉大会プログラム

★問い合わせ

入場
無料

申込不要
どなたでも参加できます

特別養護老人ホーム「しゃくなげ荘（鹿
追町）」での最後の看取りの取り組みな
どについてご講演をいただきます。

○第１部『式典・表彰』（9：30～ 10：30）
　幕別町社会福祉協議会会長表彰
　北海道社会福祉協議会会長表彰伝達他
○第２部『記念講演』（10：30～ 12：00）

幕別町社会福祉協議会事務局　電話0155-55-3800　FAX0155-55-2115

講師：プロフィール
十勝老人福祉施設協議会会長、北海道老
人福祉施設協議会副会長など要職多数

特別養護老人ホーム「しゃくなげ荘」
施設長　山本　　進 氏

内
　
容

講
　
師
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歳末ほほえみサポートの申請を受け付けます

　「歳末たすけあい募金」を財源として、生活

にお困りの方々が年末年始を少しでも明るく迎

えていただくために「ほほえみサポート」とし

て商品券をお渡しします。また、これを契機と

して地域の民生委員と気軽に相談できる体制づ

くりを行うことも大切な目的の一つです。

次の⑴～⑶すべてに当てはまる世帯
　※ただし、次に該当する方は対象になりません

　　・生活保護世帯　・施設に入所している方　・歳末見舞金該当世帯

⑴　対象となる世帯（①～③のいずれか）
　　①65歳以上の者で構成される世帯（12月1日現在で満65歳に達していること）

　　②障がい者がいる世帯（身体障害者手帳１級、２級、療育手帳Ａ判定又は精神保健福祉手帳１級）

　　③ひとり親世帯（18歳以下の子どもを養育している世帯）

⑵　年間世帯収入88万円以下（扶養1人ごとに43万円加算）
　　※課税証明書取得の委任状を記入していただきます。

　　　給与収入、年金（老齢年金、遺族年金、障害年金など）、児童

　　　例）母、子（小学生１人）の家族で

　　　　　パート収入780,000円、児童扶養手当500,640円の

　　　　　場合は合計1,280,640円となり、該当となります。

⑶　お近くの民生委員さんに年収や世帯状況などの生活情
　　報を伝えることに承諾できること

　対象世帯に「ほほえみサポート（商品券）」

を提供します。商品券の金額は最高１万円です

が、募金実績や申請数によって変動する場合も

あります。

　商品券は町内のお店で、食料品や日用品など、

いろいろな物に使用できます。

※お近くの民生委員さんへ連絡をいただいても申請することができます。

電話  0155-55-3800
FAX  0155-55-2115

まずは、社会福祉協議会へご連絡ください。
申込期限11月10日㈪まで

 趣　旨

対象世帯

内　容

収入基準早見表

世帯数 年収額

１人 ８８万円

２人 １３１万円

３人 １７４万円

４人 ２１７万円

以降、43万円ずつ加算
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歳末ほほえみサポート　申請から決定までの流れ

スタート

社会福祉協議会（社協）へ電話します。

社協にてほほえみサポートの内容をご説明します。

社協にて収入や世帯状況を確認し、決定します。（12月中旬）

民生委員さんから、決定者に「歳末ほほえみサポート（商品券）」をお渡しします。

社会福祉協議会へ電話しにく
い場合は直接民生委員さんで
も可能です。

民生委員さんと申請書類を作成していただきます。
　※課税証明書の委任状を提出していただきます。

民生委員さんを紹介します（同時に社協から民生委員さんへ連絡します）

　10月からの赤い羽根共同募金運動に、たくさ

んの皆様のご協力をいただきまして、心よりお礼

申し上げます。

　共同募金運動は、赤い羽根共同募金運動と歳末

たすけあい運動の２つの募金運動の総称です。

　赤い羽根共同募金は約７割を幕別町内の福祉、

ボランティア活動に、残り３割を北海道全体の福

祉活動に使用しています。

　また、歳末たすけあい募金は全額を幕別町内で

使用されており、今回、お知らせしている「ほほ

えみサポート」事業もこの募金を財源としていま

す。

赤い羽根共同募金と歳末たすけあい募金は、
幕別のために使われています

赤い羽根共同募金は 70％
歳末たすけあい募金は 100％

▲ひまわりの家の皆さんにご協力いただきました。
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ナウマンの里ナウマンの里ナウマンの里からからからからナウマンの里から
社協　忠類支所 TEL (01558)8-2070

　忠類支所では、４月から12月まで月１回、ひとり暮らしの高
齢者を対象に「昼食交流会」を行っており、今回は、年に一度の
外食の日でした。
　９月19日（金）、10時30分に福寿前に参加者20名が集まり、
福祉バスで札内の「なぎ野」まで足を伸ばし、和食をいただきま
した。食事の後は、近くのスーパーで買い物。忠類以外での買い
物はしばらくぶりということもあって、大好評でした。

　８月７日（木）、午前10時から忠類
白銀町の殉公碑前で遺族会の招魂祭を
行いました。
　あいにくの雨の中でしたが忠類地区
の遺族19名が集まり、初めに境内の
清掃を行い、その後、黙祷をささげ、
蓮生寺住職による読経と遺族の焼香で
終了しました。

　この会は、身障者幕別分会
の解散により、忠類支部の会
員で新たに設置された親睦団
体です。
　10月７日（火）、秋晴れの
中、会員13名全員が集まり、
ナウマン公園でパークゴルフ
を楽しみました。
　運動の後は「このみ食堂」
で食卓を囲みながら会員同士
の交流を深めました。

『９月の昼食交流会は外食でした♪』遺族会
招　魂　祭

パラレル忠類友の会『秋の交流会』
全員参加♪♪

11月のボランティアさん募集はこちら
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ボランティアセンターだより第56号

幕別町ボランティアセンター　幕別町新町122番地の1
幕別町社会福祉協議会内　☎0155-54-4877　FAX0155-55-2115

　今回は、老健あかしやで開催された「敬老会」で
のボランティアさんの様子を取材してきました。
　延べ13名のボラン
ティアさんが参加し
て、クレープ作りを担
当しました。種類がた
くさんあって、作りが
いがあったようです。
ボクも食べたかった～
笑（モコ）

・場　　所　保健福祉センター研修室
・時　　間　準備：午前10時～ 10時30分
　　　　　　作業：午前10時30分～ 11時
・持 ち 物　薄めの軍手・マスク
・問合せ先　社会福祉協議会：服部【54-4877】

昼食交流会 ①平成26年
　12月12日（金）
②平成27年
　２月13日（金）

　11月20日（木）開催の昼食交流会で、お
手伝いをしてくれるボランティアさんを募集
しています。
　みなさんのご応募お待ちしています。

忠類支所

【平成26年9月11日（木）～ 9月17日（水）】

▲毎年恒例の職員さんの余興では、
　今話題の芸人さんが登場 !!

▲ボランティアさんが分別

申込み
不要です！

•日　　時　平成26年11月20日（木）
　　　　　　午前９時30分～午後２時
•場　　所　ふれあいセンター福寿調理室
•募　　集　調理手伝い４名
•締め切り　平成26年11月13日（木）
•問合せ先　忠類支所：出口【01558-8-2070】
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➡
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
７月11日 西川　利枝（忠類協徳） 義母、西川マツノ様ご逝去に際して
７月14日 渡辺　繁子（弘和） 夫、渡辺　正様ご逝去に際して
７月24日 幕別建設業協会 社協キャラクターグッズ作成費用として
８月１日 岡田　正一（札内泉町） 妻、岡田英子様ご逝去に際して
８月１日 田岡　睦子（相川） 母、田岡トシ様ご逝去に際して
８月７日 小山　章衛（相川） 母、小山トシ子様ご逝去に際して
８月11日 髙橋　敏男（明野） 母、髙橋ハナエ様ご逝去に際して
８月25日 相澤　忠雄（千住） 母、相澤スミヱ様ご逝去に際して
９月３日 山崎　洋一（帯広市） 母、山崎静子様ご逝去に際して
９月22日 寺口チエ子（帯広市） お世話になったお礼として
９月29日 草野　恭博（忠類白銀町） 義母、高石　文様ご逝去に際して
10月２日 忠類中学校生徒会　文化祭バザー委員会 忠類中学校バザーの益金として
10月３日 牧野美智夫（途別） 母、牧野かおる様ご逝去に際して

受領日 寄付者名 寄付品物
８月１日 匿　名 介護用品
８月８日 匿　名 介護用品
10月１日 グループホームあさひ 車いす

　寄 付 金〈平成26年7月11日～ 10月3日〉

　寄 付 物 品〈平成26年8月1日～ 10月1日〉

※敬称は略させていただきます。

幕別社協のホームページが
完成しました

・日　時　平成26年12月６日（土）
　　　　　午前10時30分～午後1時30分
・場　所　忠類ふれあいセンター福寿
　今年もふれあい大抽選会等たくさんの催しを予
定していますので、ぜひ多くの方の参加をお待ち
しています。
　日時等、変更になる場合がありますのでご了承
ください。

忠類支所　TEL01558-8-2070　担当：出口

ふれあいもちつき大会
2014 in 忠類

　６月より作成中でしたホームページがこのほど
完成しました。
　社協が行っている事業の紹介や各種申請書のダ
ウンロード、社協だよりのバックナンバーの掲載
など、より使いやすい内容としました。
　社協だより紙面の都合上、掲載できない出来事
はホームページでお知らせしています。社協だよ
りと併せてぜひご覧ください。

幕別町社会福祉協議会ホームページアドレス

　　　　　　　　パソコンの方はこちらから
　　　　　　　　→http://maku294.jp


