マコちゃん

まくべつ

モコちゃん

153号

社協だより

2019年
4月発行
発行
住所
電話

幕別町社会福祉協議会
幕別町新町122番地の 1
0155-55-3800

幕別町災害ボランティアセンターの設置及び運営に関する
協定を締結しました
３月18日、幕別町役場にて、
飯田幕別町長、本会林会長が
出席し「幕別町災害ボランティ
アセンターの設置及び運営に
関する協定」の協定書調印式
を 行 い ま し た。 こ の 協 定 は、
町内で大規模な被害が発生し
た場合に、円滑にボンティア
活動が行われるよう、設置場
所や運営方法など、幕別町と
幕別町社協それぞれの役割を
明確化したものです。協定後
も引き続き、幕別町と連携し、
災害時のボランティア活動に
関する、様々な取り組みを進
めていきます。

飯田町長と林会長

幕別
地区

ふまねっとサロン

４月から幕別地区で「ふまねっとサロン」
を開催します。頭と体を動かして健康づく
り！運動の後は楽しく茶話会も開催。申込不
要ですので、お気軽にお越しください。

旭町コミュニティセンター会場【毎月第２・４金曜日】
４月26日、５月10日・24日、６月14日・28日

幕別町保健福祉センター会場【毎月第１・３金曜日】
４月５日・19日、５月17日、６月７日・21日
料

金

無料

時

間

午後１時30分〜（90分程度）

用意するもの タオル、上靴（旭町コミセン）
対象者

町民の方ならどなたでも

お問い合せ
幕別町社会福祉協議会

電話0155-55-3800

みんなで楽しくふまねっと

事業計画、
会計予算

平成31年度

事業計 画

①第5期地域福祉実践計画の策定

②公区と連携した福祉除雪サービスの実施

重点推進項目
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会計予算

単位：千円
拠点区分

社
協
自
主
事
業

社協事業

介護保険事業
高齢者就労センター事業

サービス区分

在宅介護支援等事業

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

30,613

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

7,614

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

2,600

成年後見事業

成年後見事業、日常生活自立支援事業など

8,465

札内コミュニティプラザ喫茶事業

Caf é ノンノの運営

6,352

ケアプランセンター事業

介護サービス計画作成業務

11,100

デイサービス事業

通所介護サービス

44,960

高齢者へ就労の場の提供事業

63,100

高齢者就労センター事業
小

幕
別
町
受
託
事
業

事業説明

300

175,104

計

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

8,613

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

1,423

軽度生活援助事業

高齢者向けの簡易な家事援助事業

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

2,573

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

3,656

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

2,537

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

90

小

計

25, 642

合

計

208, 423
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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。

デイサービスセンターよりお知らせ

松岡サダミさん
105 歳
お誕生日おめでとうございます
なんと

当デイサービスセンターに通われている松岡サダミさんが、平成31年２月20日で、なんと
なんと、105歳のお誕生日を迎えられ、誕生日はドレス姿でお祝い♪松岡サダミさんは、22
年間デイサービスに通っており、周りの方たちからの信頼も厚く、105歳になった今でも、脳
トレやレクリエーションに参加され、大活躍しています。これからも元気で長生きして、い
つまでもデイサービスにきてくださいね！

幕別デイのスター
当デイサービスセンター
最年長の松岡さん。憧れの存
在であり、皆さんの励みにも
なっている方です。「自分の
ことは自分でする」という
強い気持ちがあるからこそ、
105歳には見えない若々しさ
があり、お元気でいられるん
ですね。私たちみんなの「ス
ター★」です♪

大正3年2月20日生まれ

松岡サダミさんに

長寿の秘訣 を聞いてみました

「好き嫌いがなく、今まで何でも食べてきたことかな。
あとは、85歳の時に沖縄に旅行も行ってきました。食べ
たり旅行をしたりと、毎日楽しみを持ちながら生活して
きたことが、私の長生きの秘訣かな。」

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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社協よりおしらせ

町 民 カフェ
モ

コ

M O CO
〜ボランティアによる地域の居場所づくり〜

５月担当団体

食生活改善協議会（食改）
５月のメニュー

〇三色丼
〇白菜のなめ茸和え
〇野菜のコロコロスープ

5 月8 日 ㈬

場所：幕別町保健福祉センター
時間：午前 11 時から午後 1 時まで
今年も MOCO カフェが５月から 11 月までオー
プンします！毎月、担当してくれるボランティ
ア団体が変わるので、色々な料理を楽しむこと
ができます。皆さんでおしゃべりをしながら食
事でもしませんか？５月以降のメニューは、当
日のお楽しみです♪

今年は毎月
開催日

第２水曜日
担当団体

６月12日

ソフトサポーターズ

７月10日

ボランティア連盟

８月 7日

JA札内さくらんぼの会

９月11日

ボランティア連盟

10月 9日

ソフトサポーターズ

11月13日

食生活改善協議会

無料ですが赤い羽根共同募金箱を設置していますので、ご協力をお願いします

麻雀好きな方！

麻雀サロン
スタッフ大募集
4

社協では、新年度に開催予定の麻雀サロンのスタッフを
募集しています。主な活動内容は「初心者の方に麻雀を教
える。人数が合わないところに応援で入る。会場セッティ
ングをする。」など、簡単な内容です。
麻雀を通じて、幕別町民が楽しく集える場所を作ってい
きたいと計画しています。麻雀が好き、得意という方は、
ぜひご応募ください。お待ちしています。
問い合わせ 幕別町社会福祉協議会
☎ 0155-55-3800 FAX0155-55-2115

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。

社協よりおしらせ

ボランティア活動をしている方、したい方

登録をして、保険に加入しましょう！
ボランティアセンターとは？
ボランティアセンターとは、町内の福祉施設から余
興や行事補助などの依頼を受けたり、町内のボラン
ティア活動を斡旋している機関です。

幕別町共同募金委員会より
前回の社協だより152号発行
以降に募金をいただいた皆様の
お名前を掲載いたします。

赤い羽根共同募金追加報告《敬称略》
駒畠４班
明倫小学校児童会

ボランティア保険に加入を！
ボランティアセンターに登録をして、ボランティア
保険に加入していただくと、ボランティア活動に向か
う道中の事故、ボランティア活動中のケガなどが、保
険で補償されます。

歳末たすけあい募金追加報告《敬称略》

ボランティアに興味がある方、お待ちしています。
幕別町社会福祉協議会☎ 0155-55-3800

北町第３町内会
駒畠４班

〜 音 楽を通じて地 域を支 援します 〜

第５回

チャリティーコンサート

2019.4.14

札内コミュニティプラザ 集会室
幕別町札内青葉町311番地の11

入場チケット
残りわずか！

14：00 〜 16：50
フリードリンク付

300

入場チケット ￥

出演グループ

チケット販売

♪ Kolonahe（コロナへ）

①かふぇとばぁ

♪ mamo（マモ）
♪アンパンボーイズ
♪ cha け
♪Ｍ２（エムツー）

③ CAFEノンノ

②幕別町社会福祉協議会

お問い合わせ
前野義雄（かふぇとばぁ） TEL:0155-67-5604
幕別町社会福祉協議会

TEL:0155-55-3800

【主催】チャリティーコンサート実行委員会【後援】社会福祉法人幕別町社会福祉協議会

いただいた募金は、ボランティア団体支援やふれあい用具貸出など、様々な福祉活動に活用させていただきます

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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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。

