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社会福祉法人
南幌町社会福祉協議会

　ボランティア団体・個人同士の交流、ボランティアと支援
を必要とする側の交流、ネットワークの広がりとボランティ
ア活動の活性化を目指して、年に１度のボランティアさんた
ちのお祭りを今年も開催します！

　今年度「笑顔で広げるボランティア」をテーマに、講演会
や全盲フルート奏者によるフルート演奏が披露されます。ま
た、町内で活動しているボランティア団体によります
「PR・展示ブース」や農猿による販売コーナーも開催され
ます。
　当日はスタンプラリーに参加していただいた方には、景品
を用意しています。
　たくさんの方のお越しをお待ちしております。
※新型コロナウイルスの感染状況により中止となる場合があります。

この社協だよりは 赤い羽根共同募金の助成を受けて 刊行しています

　例年、みなさんにご好評いただいているキャベッチくんピンバッジを南幌高校
の生徒さんにデザイン協力をいただき作成しました。このピンバッジは、『赤い
羽根共同募金』へ500円以上の募金をしていただいた方にお礼として差し上げて
おります。
　ご協力いただいた募金は、製作費を除く全額（約３00円）が地域福祉活動を行
う団体や施設・災害等準備金を支える活動に助成されます。
　南幌町は令和４年に開拓１３０周年を迎え、記念のキャベッチくんピンバッチ
となっております。ご協力を宜しくお願い致します。

≪取扱い場所≫
　あいくる・役場住民課・ビューロー・なんぽろ温泉ハート＆ハート・リバーサイドゴルフ場で
　取り扱っています。※数量限定・なくなり次第終了となります。

南幌町限定！ 共同募金『キャベッチくんピンバッジ』

9:00 開会式
南幌町社会福祉協議会会長表彰

PR・展示会　観覧　スタンプラリー
ボランティアフェスタ終了

オープニングセレモニー
フルート演奏　全盲フルート奏者　後藤幸恵さん9:45

10:20

11:25
12:30

講演会
日常生活支援あつべつ・たすけ愛ふくろう 代表 澤出桃姫子さん

さわで　と　き　こ

10月22日㈯

第１５回ボランティアフェスタなんぽろ

南幌町社会福祉協議会

第１５回ボランティアフェスタなんぽろ第１５回ボランティアフェスタなんぽろ第１５回ボランティアフェスタなんぽろ第１５回ボランティアフェスタなんぽろ
10月22日㈯９︓00～
場所 南幌町農村環境改善センター

NPO法人ホームヘルパーノア理事長
さわやか福祉財団インストラクター

タイムスケジュール
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１.　地域におけるコミュニティー活動の推進
　ア．ひだまりサロン事業

　　　【実施回数　10回　　参加者　52名】

　イ．チャリティーカラオケ

　　　【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】

　ウ．保有備品の貸し出し

　　　【行事用テント　５件・レクリエーション用具　

　　　　６件】

２．ボランティア活動の推進・協力
　ア．ボランティアフェスタの開催協力

　　　【令和４年度開催に向けて検討会議　２回開催】

　　　【苫小牧市ボラセン・フェスティバル視察　参加

　　　　者６名】

　イ．ボランティア活動登録者連絡会への助成

　ウ．ボランティア研修事業の開催

　　　【ボランティア入門講座 ５講座　参加者１５名】

　　　【ふまねっとサポーター養成講習会 参加者１２名】

　エ．災害ボランティアセンター関連

　　　【災害ボランティアセンター支援に関する協定締結】

　　　【空知地区災害ボランティアセンター組織連携会

　　　　議参加】

３．在宅福祉サービス事業の推進
（１）受託事業

　ア．移動支援事業 《車両移送支援》

　　　【利用者　２名　　利用回数　３７回】

　イ．「食」の自立支援事業 《配食サービス事業》

　　　【利用者　２９名】

（２）独自事業

　ア．らくらく移送サービス 《福祉有償運送》

　　　【利用者　４名　　利用回数　２２回】

　イ．電話サービス

　　　【利用者　４名　　利用回数　４８回】

　ウ．一人暮らし高齢者食事交流会

　　　【新型コロナウイルス感染症の影響によりお弁当

　　　　配付３０名】

　エ．福祉杖給付事業　【給付数　８本】

　オ．車椅子貸し出し 　【２６件】

４．高齢者福祉活動の推進
　　老人クラブ連合会の諸活動への支援・協力

　　　《パークゴルフ大会・福祉スポーツ大会・室内

　　　　ゴロッケーゴルフ交流会・各種研修事業等》

　　　【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】

５．福祉教育活動の推進
　ア．児童・生徒ボランティア活動育成事業への支援・

　　協力　《小学校・中学校》

　イ．ボランティア育成校による実践活動への支援・協

　　力《南幌高校》

　　　【ひだまりサロン利用者との交流】

　　　　・ハロウィン工作（オンラインで交流）

　　　　・家庭科「生活教養」実践活動

　ウ．南幌中学校職場学習の受け入れ

　　　【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】

　エ．子ども会育成連絡協議会《たくみ祭り》への助成

　　　【新型コロナウイルス感染症の影響により中止】

６．各福祉団体への活動支援
　　南幌町身体障害者福祉協会・南幌町手をつなぐ育成

　会・南幌手話サークル「きらら」・南幌町ことばを育

　てる親の会への事業協力と支援

７．生活援護に関する支援
　ア．生活福祉資金貸付　《道社協事業》

　　　【貸付件数　４９件】

　イ．愛情銀行生活資金貸付《町社協事業》

　　　【相談件数　０件　　貸付件数　０件】

　ウ．無料法律相談会《南空知四町共同開催事業》

　　　【開催回数　１１回　　相談件数　３６件】

　エ．歳末たすけあい見舞金・見舞品配布事業

　　　　歳末見舞金配布　 【町内４施設、７世帯】

　　　　歳末見舞品配布

　　　　【75歳以上の一人暮らしの方　１８７名】

８．日常生活自立支援事業の取り組み
　ア．福祉サービス利用援助

　　　【援助件数　２件　　利用回数　２３回】

９．一般介護予防事業
　ア．高齢者いきいき健康マージャン

　　　【開催回数　２２回　　参加者　４１２名】

　イ．介護支援ボランティアポイント事業

　　　【登録ボランティア　１０９名　ポイント交換 　

　　　　３８名】

　ウ．地域づくりサロン運営事業

　　　《なんぽろカフェサロン》

　　　【会場　７か所　　開催回数　７７回　参加者 　

　　　　９６０名】

　エ．高齢者運動促進事業 《ふまねっと》

　　　【実施回数　２回　　参加者　３７名】

10．啓発活動の強化
　ア．社協だよりの発行による活動内容の周知

　　　　年３回発行【５月・１０月・２月／各10頁】

11．役職員等の研修参加
　ア．研修会

　　　【理事２名・職員１０名】

６月１４日開催の定時評議員会において、令和３年度の事業報告・決算が承認されました。
内容について、次のとおり報告いたします。

令和３年度　南幌町社会福祉協議会事業報告
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令和３年度 南幌町社会福祉協議会　収支決算報告

令和３年度 南幌町共同募金委員会　収支決算報告

サービス事業別収支決算状況
収入 （単位：円）
法人運営事業 13,194,356
共同募金事業 1,582,990
生活福祉資金貸付事業 513,200
愛情銀行生活資金貸付事業 81,004
移送サービス事業 324,044
一般介護予防事業 1,161,000
生活支援体制整備事業 3,602,000
合計 20,458,594

収入 （単位：円）
共同募金　一般募金収入 1,484,469
共同募金　地域歳末たすけあい募金収入 660,618
災害義援金収入 10,726
雑収入 9,000
法人内部間取引収入 1,669,899
合計 3,834,712

支出 （単位：円）
人件費支出 8,637,466
事業費支出 1,959,722
事務費支出 7,986,769
貸付事業支出 0
助成金支出 868,834
負担金支出 30,000
その他支出 95,000
固定資産取得支出 154,220
積立資産支出 630,106

合計 20,362,117

収入 （単位：円）
会費収入 885,350
寄附金収入 1,511,473
経常経費補助金収入 5,243,990
受託金収入 8,544,904
貸付事業収入 81,000
事業収入 2,688,996
負担金収入 1,483,000
受取利息配当金収入 281
その他の収入 19,600
施設整備等による収入 0
その他の活動による収入 749,102
合計 21,207,696

当期資金収支差額 845,579
前期末支払資金残高 3,256,649
当期末支払資金残高 4,102,228

支出 （単位：円）
法人運営事業 13,348,233
共同募金事業 1,582,990
生活福祉資金貸付事業 513,200
愛情銀行生活資金貸付事業 0
移送サービス事業 454,761
一般介護予防事業 544,261
生活支援体制整備事業 3,134,346
合計 19,577,791

支出 （単位：円）
事業費支出 91,662
共同募金　一般配分金支出 970,556
共同募金　地域歳末たすけあい配分金支出 612,434

法人内部間取引支出 2,160,060
合計 3,834,712

南幌町社会福祉協議会
役員等の変更 （令和４年９月末現在）

【任期】令和４年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで
　　　（令和５年６月開催の定時評議員会の終結の時まで）

【任期】令和６年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで
　　　（令和７年６月開催の定時評議員会の終結の時まで）

役員等の辞任に伴い、後任候補者が次のとおり選任されました。

氏　　　名

三　歩　幸　光

米　田　勝　彦

竹　内　靖　晃

今　村　信　一

勝　沼　恵美子

畠　山　好　雄

役　職　名

理　　　　事

運営協議会委員

選 出 団 体 等

南幌町老人クラブ連合会

第 　 ６ 　 区

稲 穂 町 内 会

第 　１３　区

緑 町 町 内 会

東 町 町 内 会

氏　　　名

土　井　正　樹

尾　西　貞　二

役　職　名

評　　議　　員

選 出 団 体 等

社会福祉施設代表

南幌町文化協会
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　老人クラブ連合会主催のパークゴルフ大会が、３年

ぶりに６月２日（木）中央公園パークゴルフ場で開催

されました。

　当日は天候も良く、選手７５名（男性４６名　女性

２９名）の参加の中、日頃の練習の成果が十分発揮さ

れ、熱戦が繰り広げられました。総合優勝は、泉波光

男さんです。

成績は次のとおりです。（敬称略）

　　　　【男性】　　　　　　　　　　【女性】

優　勝　泉波　光男（稲穂新生会）　　堀田　弘子（西町みどり会）

準優勝　山田　國廣（喜楽会）　　　　平川　洋子（緑町大地の会）

第３位　瀬川　酉治（翠和会）　　　　齋藤　秋子（北町そよ風会）

第４位　松田　暁雄（緑町大地の会）　中村　ミキ（喜楽会）

第５位　岩本　　勲（西町みどり会）　松田佐智子（緑町大地の会）

　上記大会の上位入賞者は６月３０日（木）に新十津川町で開催

された、空知地区老連町対抗パークゴルフ大会に出場し、団体で

は参加１３町中９位に入り、また、個人では泉波光男さんが男性

(５６名)で８位と健闘されました。来年は栗山町での開催予定です。

　○空知大会に出場された選手の皆さん（敬称略）

【男性】泉波光男　山田國廣　松田暁雄　岩本　勲

【女性】堀田弘子　平川洋子　松田佐智子　野尻美栄子

　本年の女性一日研修会は、資生堂ジャパン㈱の協力の

もと、６月２２日（水）あいくるにおいて「化粧のちか

ら＆ストレッチで毎日イキイキ」と題しお話をいただき、

実際に化粧の仕方も教えていただきました。参加された

皆さんは、「お化粧の仕方によって表情がとても変わり

ましたね」と、楽しい1日を過ごされました。

　現在、町内には２１の地域において老人クラブが活動しており、その中で
も１７単会の老人クラブが集まり、連合会組織として研修部、体育部、女性
代表などの役員において、春から秋にかけ数々のイベントや研修を行っています。
　また、地域の老人クラブでは、毎年工夫をこらした行事など、地域のみなさんが楽しめるように活動
を続けています。
　しかし、ここ数年は、新たに加入する方も少なく、地域老人クラブの存続も危ぶまれてきています。
そのようなことから、連合会活動にも影響が出てきており、現在４単会が連合会活動を休止という状況
にあります。

　これからますます高齢化が進む中にあっては、身近な地域の中で高齢者同士がつなが
りあって、お互いささえあうことが重要になってきています。また、いつまでも住み慣
れた地域で元気に暮らし続けるための生きがいづくりに、老人クラブがあります。
　これまで、このような組織に属したことの無い方も気軽に無理のない範囲で参加が
できますので、一度地域の役員さんにお声をかけてみて下さい。
　みなさんと一緒に笑顔あふれる毎日を過ごしましょう♪

地域の老人クラブに加入してみませんか

女 性 代 表 一 日 研 修 会

第18回老連パークゴルフ大会
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　南幌町老人クラブ連合会会長表彰は、例年南幌町福祉スポーツ大会において表彰をしておりましたが、本年

についても新型コロナウイルス感染症拡大防止により中止となりましたので、各単会長から受賞者の皆さんへ

感謝状をお渡ししました。

◯感謝状贈呈者（敬称略）

　【歳鶴会】髙橋良二　大倉惠子　　【緑南会】萩坂芙美代　横井和子

　【西町みどり会】谷口　弘　　　　【緑町大地の会】江畑佳子

　空知老人福祉功労者表彰は、例年各町持ち回りで開催してお

ります空知管内「老人のつどい」において表彰をしておりまし

たが、本年についても新型コロナウイルス感染症拡大防止によ

り中止となりましたので、三歩老連会長から受賞者の方へ表彰

状をお渡ししました。

◯空知老人福祉功労者表彰授与者（敬称略）

　【緑南会】笹島　充

　７月２５日（月）保健福祉総合センター「あいくる」にお
いて、共同募金推進会議が開催されました。
　今年は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により３年ぶ
りの開催となり、北海道共同募金会の成田事務局長を講師と
して、共同募金役員をはじめ、民生委員児童委員や町内社会
福祉法人の役員など約４０名の参加のもと、『共同募金のし
くみと現状について』と題し、共同募金の歴史から募金の使
われ方など具体的な事例を交えて説明をいただきました。
　また、講演の中で、本町の昨年度の実績については、全道
でも上位にあるとの説明があり、これまでの本町の募金活動
に対する取り組みが評価されました。

共同募金推進会議（講演）を開催

「キャベッチくんピンバッジ」のデザイン協力
　　　　　　　　　　　 に感謝いたします。

　今年で８年目を迎える赤い羽根共同募金の南幌町

限定「キャベッチくんピンバッジ」ですが、今年は、

南幌高校の生徒さんにデザイン協力を依頼し、その

中から山坂桃花さんがデザインしたキャベッチくん

を採用させていただきました。山坂桃花さんには、

７月１６日（土）に南幌町共同募金委員会　渡邊修

一副会長より感謝状と記念品（図書カード3,000

円）をお渡しさせていただきました。ご協力に心よ

り感謝申し上げます。

南幌町老人クラブ連合会会長表彰

空知老人福祉功労者表彰授与者
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弁護士による 毎週金曜日 開催中無料法律相談会

　開催時間は午後１時から４時まで、相談時間はお一人約３０分で完全予約制です。開催場所の社会福祉
協議会へお電話でご予約下さい。開催日当日まで受付けていますが、早めの予約をお願いいたします。

令和４年10月 28日

11月 25日

12月

令和５年１月

23日

２7日

令和４年10月～令和５年１月
南幌会場　開催予定日

由　仁　町
健康元気づくり館「げんき館」

由仁町社会福祉協議会
0123-82-2167

第２金曜日

栗　山　町
総合福祉センター「しゃるる」

栗山町社会福祉協議会
0123-72-1322

第３／第５金曜日

南　幌　町
保健福祉総合センター「あいくる」

南幌町社会福祉協議会
011-378-2088

第４金曜日

長　沼　町
長沼町社会福祉協議会

長沼町社会福祉協議会
0123-82-5040

第１金曜日

毎　　月 会　　場 お問合せ・お申し込み

　高齢者事業団は、現役時代の技能や経験を生かした短期的・臨時的な

仕事を通じ、生きがいの充実や社会参加、健康の増進を目的として、活

動している団体です。仕事の内容は、除草や草刈り、樹木の剪定、植木
の冬囲い、一般家庭の除雪、施設の清掃や管理など多岐にわたり、男性

だけではなく女性会員も活躍しています。

　働いている会員の皆さんも、仕事をして喜ばれることが何よりも励み

になると感じているようです。

　おおむね60歳以上の健康で働く意欲のある人
なら誰でも入会できます。
　お問い合わせをお待ちしています。

　問合わせ先　　南幌町高齢者事業団

　　　　　　　　南幌町中央３丁目４番２６号

　　　　　　　　　　南幌町保健福祉総合センター「あいくる」内

　　　　　　　　　　℡３７８－２０８８

　高齢者事業団は、現役時代の技能や経験を生かした短期的・臨時的な

仕事を通じ、生きがいの充実や社会参加、健康の増進を目的として、活

動している団体です。仕事の内容は、

の冬囲い、一般家庭の除雪、施設の清掃や管理
だけではなく女性会員も活躍しています。

　働いている会員の皆さんも、仕事をして喜ばれることが何よりも励み

になると感じているようです。

おおむね60歳以上の健康で働く意欲のある人
なら誰でも入会できます。

お問い合わせをお待ちしています。

高齢者事業団
会員を募集
しています！

『南幌町身体障害者福祉協会』会員募集！
　南幌町身体障害者福祉協会は、会員を募集しております。

　本会では、町内の身体に障害を持つ人たちが気軽に集い助け合いながら親睦を深め、明るく

楽しい張りのある生活を送ることを目的に活動をしております。（※新型コロナの影響で現在

活動は中止しています）

　現在、会員数が減少傾向にありますので、身体障害手帳をお持ちの方はもちろん、

ご家族や会を支え協力して下さる方（賛助会員）の入会もお待ちしております。

興味のある方は、事務局（南幌町社会福祉協議会）までお問い合わせ下さい。

≪活動内容≫
空知地区身障福祉大会参加、福祉スポーツ大会参加、研修旅行、会員交流会　など

　南幌町身体障害者福祉協会は、会員を募集しております。

　本会では、町内の身体に障害を持つ人たちが気軽に集い助け合いながら親睦を深め、明るく

楽しい張りのある生活を送ることを目的に活動をしております。（※新型コロナの影響で現在

活動は中止しています）

　現在、会員数が減少傾向にありますので、身体障害手帳をお持ちの方はもちろん、

ご家族や会を支え協力して下さる方（賛助会員）の入会もお待ちしております。

興味のある方は、事務局（南幌町社会福祉協議会）までお問い合わせ下さい。

≪活動内容≫
空知地区身障福祉大会参加、福祉スポーツ大会参加、研修旅行、会員交流会　など

　南幌町社会福祉協議会では、「南幌町ボランティア活動登録者連絡会」にご協力をいた

だき「電話サービス」を行っています。これから冬になり雪が積もると外出する機会が減

り、家にいることが増えてしまいませんか？

　週に一度、ボランティアさんと楽しくお話をしませんか？

　　・町内にお住まいの６５歳以上の方が対象です    

　　・毎週木曜日の午後１時から順番にお電話いたします。１回10分程度です。 

　　　◎ 料金はかかりませんが、登録が必要です ◎



[リングプル] [タオル]

[古切手]

月 行政区 寄贈者氏名 月 行政区 寄贈者氏名 月 行政区 寄贈者氏名 月 行政区 寄贈者氏名

４月

７月

８月

４月

８月

４月

５月

６月

町 内

北広島市

1 1 区

６ 区

町 内

1 2 区

７ 区

８ 区

三 重

1 5 区

1 1 区

1 1 区

８ 区

町 内

７ 区

９ 区

緑 町

三 重

1 5 区

1 1 区

８ 区

 

北 町

北 町

北 町

 

町 内

南幌町手をつなぐ育成会 様

山本　真大 様

中村　忠良 様

田中　玲子 様

南幌町赤十字奉仕団 様

岡田　清一 様 

長谷川悦子 様

西野　雪江 様

三上千恵子 様

渡邊　修一 様

山下　政吉 様

中村　忠良 様 

山下百合子 様

有限会社エイム 様

長谷川早苗 様

田川ミワ子 様

千葉　義夫 様

三上千恵子 様

渡邊　修一 様

山下　政吉 様

久保ウメ子 様

戸谷　文子 様

猪狩みのる 様

戸谷　文子 様

南幌町赤十字奉仕団 様
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（令和４年４月～令和４年８月受付分：掲載を承諾いただいた方のみのお名前を載せています）

たくさんの寄贈品ありがとうございました

（令和４年４月～令和４年８月受付分：掲載を承諾いただいた方のみのお名前を載せています）

心温まるご厚志ありがとうございました

横　川　チヅ子　様 

瀬　川　サダ子　様 

北 町 そ よ 風 会　様

山　下　政　吉　様

山　下　政　吉　様

松　田　ひろみ　様

合唱団コールポピー　様

山　下　政　吉　様

中　村　千代子　様 

宇田川　正　雄　様 

合同会社うぇるかむ　様

遠　藤　英　俊　様

玉　木　武　雄　様

山　下　政　吉　様

明　道　マスヱ　様 

小　林　セ　イ　様

山　下　政　吉　様

東 町

９ 区

北 町

１１　区

１１　区

１５　区

町 内

１１　区

７ 区

西 町

札 幌 市

８ 区

青 葉

１１　区

１４　区

１５　区

１１　区

社会福祉振興のため

社会福祉振興のため

社会福祉振興のため

社会福祉振興のため

社会福祉振興のため

夫　（松田　隆さん）の逝去に際して

社会福祉振興のため

社会福祉振興のため

社会福祉振興のため

社会福祉振興のため

社会福祉振興のため

母　（遠藤幾代さん）の逝去に際して 

母　（玉木ノリさん）の逝去に際して 

社会福祉振興のため

夫　（明道静香さん）の逝去に際して

夫　（小林　守さん）の逝去に際して

社会福祉振興のため

　令和４年７月１５日及び８月３日からの大雨により、全国各地で発生した洪水などにより甚大な被害

が発生したことを受けて、被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を実施しております。

　この義援金につきましては、中央共同募金会によりとりまとめを行い、被災市町村を通じて被災者へ

届けられます。

　詳細につきましては、中央共同募金会、各県のホームページをご覧いただくか、下記までお問い合わ

せ下さい。皆様のご協力をお願い致します。

　　　【義援金受付場所】　南幌町共同募金委員会事務局（社会福祉協議会）

災害義援金の受付について

月 氏　　　　　名 寄　　　　附　　　　内　　　　容行　政　区

４ 月

５ 月

６ 月

７ 月

８ 月



クリスマス会（昨年南幌高校の生徒さんと交流）

茶話会（ゲーム）
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　誰でも気軽に立ち寄っておしゃべりができる場所、「ひだまりサロ
ン」です。「あいくる」２階の教養娯楽室に集まって、のんびり、

ゆっくり、楽しい時間を皆さんで過ごしませんか。　参加費～100円

　６月２０日（月）南幌町ボランティア活動登録者連絡会の会員

を対象に年１回の会員交流会を開催しました。

　今回は、日本風呂敷文化協会代表の横山芳江氏を講師に迎え、「命

を守る一枚の風呂敷」と題し日常生活で役に立つ防災の知識を学

びました。多彩なデザインの風呂敷の数々を披露し、一枚の風呂

敷を使い、防災頭巾やリュックサック、赤ちゃんの抱っこひもにするなど物の形

に応じて優しく包み込む風呂敷の良さをアピールしていました。

　社会福祉協議会では、地域の高齢者等の集まりに山本運動指導員（ヨガイ
ンストラクター）とともに伺い、軽運動やふまねっと運動を一緒に体験する
運動促進事業を行っています。６月６日（月）にカフェサロンスマイル、６
月２７日（月）と８月２２日（土）にカフェサロンひまわりにてそれぞれ【椅
子ヨガ】と【ふまねっと運動】を行い、ふまねっとなんぽろに登録している
サポーターの方々が優しく指導し、参加者からは歓声や手拍子が聞かれ、盛
り上がっていました。
　南幌町では、現在ふまねっとなんぽろに登録しているサポーターが１６名
おり、第１・第３月曜日午前１０時から１１時半まで「あいくる」２階の教
養娯楽室で自主練習を開催しています。

　あいくる1階にありました社会福祉協議会・高齢者事業団の事務所
は、7月20日より、あいくる2階（以前の図書コーナー）へ移動しま
した。お越しの際は、エレベーターをご利用下さい。社協事業をご利
用の皆様を始め、各福祉団体の皆様・ボランティアの皆様・地域の皆
様どうぞよろしくお願いいたします。

※上記の日程で開催を予定していますが、中止・変更となる場合があります。

クリスマス会は事前のお申込みが必要となります。（TEL 378-2088）
皆さんでゲームをして楽しい時間を過ごしましょう！今年も南幌高校の生徒さん
との交流を予定しています。少しですが、クリスマスプレゼントもあります♪

１２月までの予定
時　　間日　　時

１０月　６日（木）

 １０月２０日（木）

１１月10日（木）

 １１月17日（木）

１２月  1日（木）

 １２月１５日（木）

10時～12時

13時～15時

10時～12時

13時～15時

13時～15時

10時～12時

ハロウィン工作

健康体操・ミニ脳トレ

クリスマス飾り作り

健康体操・ミニ脳トレ

健康体操・ミニ脳トレ

クリスマス会　※

メ　ニ　ュ　ー

ひだまりサロンに遊びにきませんか？ひだまりサロンに遊びにきませんか？ひだまりサロンに遊びにきませんか？ひだまりサロンに遊びにきませんか？

社会福祉協議会
高齢者事業団 事務所移動のお知らせ

南幌町ボランティア活動登録者連絡会  会員交流会

ふまねっとサポーターが地域のカフェサロンで活躍しています

　６月２０日（月）南幌町ボランティア活動登録者連絡会の会員

を対象に年１回の会員交流会を開催しました。

　今回は、日本風呂敷文化協会代表の横山芳江氏を講師に迎え、「命

を守る一枚の風呂敷」と題し日常生活で役に立つ防災の知識を学

びました。多彩なデザインの風呂敷の数々を披露し、一枚の風呂

敷を使い、防災頭巾やリュックサック、赤ちゃんの抱っこひもにするなど物の形

に応じて優しく包み込む風呂敷の良さをアピールしていました。

南幌町ボランティア活動登録者連絡会  会員交流会南幌町ボランティア活動登録者連絡会  会員交流会

　社会福祉協議会では、地域の高齢者等の集まりに山本運動指導員（ヨガイ
ンストラクター）とともに伺い、軽運動やふまねっと運動を一緒に体験する
運動促進事業を行っています。６月６日（月）にカフェサロンスマイル、６
月２７日（月）と８月２２日（土）にカフェサロンひまわりにてそれぞれ【椅
子ヨガ】と【ふまねっと運動】を行い、ふまねっとなんぽろに登録している
サポーターの方々が優しく指導し、参加者からは歓声や手拍子が聞かれ、盛
り上がっていました。
　南幌町では、現在ふまねっとなんぽろに登録しているサポーターが１６名
おり、第１・第３月曜日午前１０時から１１時半まで「あいくる」２階の教
養娯楽室で自主練習を開催しています。

　社会福祉協議会では、地域の高齢者等の集まりに山本運動指導員（ヨガイ

ふまねっとサポーターが地域のカフェサロンで活躍していますふまねっとサポーターが地域のカフェサロンで活躍しています




