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地域で生活している高齢者の生きがいづくりと仲間づく
りを介護予防等の視点を持ちながらサポートする、サロン
を運営する立場にある人たちのことです。年に１度、本会
で行う養成研修
会を受講してい
ただくことで登
録することがで
き、現在市内で
は210人が、そ
れぞれのサロン
で活躍していま
す。す。

誰でも・気軽に・楽しく
ふれあい・いきいきサロン

サロンとは、閉じこもりの防止や
生きがいづくり、安否確認などを目
的とした「地域の中で誰もが気軽に
集まれる仲間づくりの場」です。現
在市内では、町内会や個人が主体と
なり44か所でサロンが行われてい
ます。昨年度は2‚737回の開催があ
り、延べ30‚617人がそれぞれのサ
ロンで交流の輪を広げました。

サロンではこれをしなければなら
ないという決まりはありません。お
しゃべりやカラオケ、体操に料理教
室など、それぞれのサロンでバラエ
ティに富んだ企画をサロンサポー
ターが中心となって行っています。

元々は家に閉じこもっていま
したが、広報でサロンがあるこ
とを知り、試しに一度行ってみました。
すると、とても居心地がよく、それからは
ほぼ毎回参加しています。サロンに参加する
ようになってから、外出する習慣や同じ趣味
を持った仲間もでき、今ではサロンなどで外
出することが楽しみで仕方がありません。

本会では、レクリエーション用具やイベント用品などの無料貸し出しも
行っています。市内の町内会やサロンはもちろん、地域福祉の推進に関わる
取り組みであれば、どなたでもご利用いただけます。
9月に本会へ寄贈された室蘭警察署と明日中等教育学校の演劇部が合同で
行った「振り込め詐欺」をテーマにした寸劇のDVDも人気のメニューの１
つです。
詳しくは本会までお問い合わせください！

きずなレンタルカタログを活用しませんか？きずなレンタルカタログを活用しませんか？
Pick up!

特集
ふれあい・いきいきサロンってなに？

どんなことをするの？

サロンサポーターって？
参加者の声

きずなレンタルカタログを活用しませんか？

▲「ふれあいサロン花園」では、参加者全員で頭の体操を行っています。
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市内には個性豊かなサロンがたくさんあります。本会では、サロンの申請・登録事務や活動保険へ
の加入手続き、運営費の助成などを行っております。サロンについてのご相談は、本会（地域福祉課）
まで！（℡　88ー0860）

1 　ふれあいサロンこだま（登別東町）
2　東町 2町会いきいきサロン（登別東町）
3　東町第三町会ふれあいサロン（登別東町）
4　登別東町 5町会ふれあいサロン（登別東町）
5　ふれあいサロン花園（登別本町）
6　ふれあいいきいきサロンてつなん（幌別町）
7　いきいきサロンききょう（中央町）
8　いきいきサロン一刻者（中央町）
9　われら、いきいき探偵団（中央町）
10　中央東町内会いきいきサロン（中央町）
11　中央新生町内会いきいきサロン（中央町）
12　常盤ラポール・サロン（常盤町）
13　ときわ常楽サロン（常盤町）
14　マウンテンクラフト（常盤町）
15　サロン皆の衆（柏木町）
16　なのはな会（片倉町）
17　風と共に歩こう会（新川町）
18　香風町会ふれあいサロン（新川町）
19　カラオケクラブ「シロクマ会」（桜木町）
20　結（若山町）
21　わかやまサロン（若山町）
22　若葉町内会いきいきサロン（若山町）
23　寿サロン（新生町）
24　新生町 2丁目町会いきいきサロン（新生町）
25　ふれあい会（新生町）
26　新生きらきらサロン（新生町）
27　健康サロンレインボー（新生町）
28　元気サロン虹の会（新生町）
29　若草町内会いきいきサロン（若草町）
30　いきいきサロンM・K・P（若草町）
31　なかよしサロン（若草町）
32　いちにのさん（美園町）
33　美園町会いきいきサロン（美園町）
34　みんなでいきいき（美園町）
35　ふれあいいきいきサロンスマイル（栄町）
36　はまわしの会（栄町）
37　ふれあい健康サロン（栄町）
38　ありあけ町内会おいでやサロン（栄町）
39　４丁目サロン（鷲別町）
40　リビエールサロン鷲楽（鷲別町）
41　ふれあい・いきいきサロンひまわり（鷲別町）
42　サロンあじさい（鷲別町）
43　あいあいサロン（鷲別町）
44　生き生きサロンかもめ（鷲別町）

ふれあいいきいきサロン　一覧 登別東町５町会ふれあいサロン

サロン皆の衆

地域包括支援センターの職員を招いて、介
護予防のための体操を行っています。
その他にも、悪徳商法の防止などといった
為になる話や、参加
者によるミニライブ
などの企画を行い、
交流を図っています。

カラオケを通じて、高齢者の生きがいづく
りを目指すサロンです。サロンの最後には、
参加者全員で１つの曲を歌い、喜びを共有
し、絆を強めています。
春と秋には日帰り温
泉入浴ツアーも企画
しており、充実した
サロン活動を行って
います。

ある日のプログラム

10：00　消費者被害についての講話
11：00　ゲーム
11：40　ギターでのミニライブ
11：50　かろやか体操
12：00　終了

※かろやか体操とは、登別市で推進している介護
予防のための体操です。

日程の変更や連絡事項等があった場合には、そ

の日の参加者で手分けをして、欠席者のご自宅へ

案内を配布しています。直接配布をすることで、

見守り活動や参加者同士の交流にもつながります。

その他にも、悪徳商法の防止などといった
為になる話や、参加
者によるミニライブ

交流を図っています。

10：00　消費者被害についての講話

春と秋には日帰り温
泉入浴ツアーも企画
しており、充実した
サロン活動を行って

工夫のＰｏｉｎｔ
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歳末たすけあい募金運動が始まります
※事務手続きの関係上、納入期限は12月26日（金）までとさせていただきます。

運動期間：12月1日～12月31日まで

あなたの募金がこのまちの福祉を支えています。
皆様のご理解とご協力をお願いします。

■募金になぜ目標額があるの？
共同募金は、法律（社会福祉法）に位置付けられ
た民間の募金活動であり、事前に使いみちや集める
額（目標）を定めた募金です。このまちの地域福祉
活動を充実させるために、募金と助成の計画を立て、
目標額を公表することも法律で義務付けられている
全国的な募金運動です。

地域で暮らす誰もが安心して年末年始も暖か
く心地よく迎えられるようにという想いから誕
生したこの事業。地域で生活されている低所得
者世帯や、高齢者・障がい者の方々等を対象に
支給されます。それぞれの地域で活動している
民生委員児童委員さんが申請手続きをお手伝い
してくれています。

歳末見舞金支給事業
Pick up

全国的な募金運動です。全国的な募金運動です。

地域で暮らす誰もが安心して年末年始も暖か地域で暮らす誰もが安心して年末年始も暖か

歳末見舞金支給事業
Pick upPick upPick up
歳末見舞金支給事業

Pick up
歳末見舞金支給事業歳末見舞金支給事業

Pick up
歳末見舞金支給事業

Pick up

○歳末たすけあい募金とは？
毎年12月に「赤い羽根共同募金運動」とともに
「共同募金」の一環として行われます。
互いに支え合うたすけあいのこころを育みなが
ら、多くの方々の協力で世代と地域の交流が生
まれ、誰もが思いやりの心を感じる地域づくり
を目指して展開しています。

○募金の使い道
集められた募金はすべて登別の福祉事業に活用
されています。
　「歳末見舞金支給事業」
　「ふれあい・いきいきサロン事業」
　「ふれあい会食会事業」
　「ふれあい子育てサロン事業」
　「小地域ネットワーク事業」
　「在宅介護支援事業」

○募金方法
登別市共同募金委員会では、各町内会協力のも
と、封筒募金（戸別募金）を推進しています。
今年度も11月中旬以降にご案内いたしますので
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたし
ます。（その他イベント募金等も随時実施してい
ます。）

■お問合せ
先

　登別市共
同募金委員

会（社協内
）

　TEL 88
-0860 ／

FAX 88-4
546

平成26年度目
標額

5‚500‚000
円

平成25年度実
績額

5‚436‚566
円
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道内プロスポーツチームにも北海道の福祉活動推進への貢献を
目的に運動を応援してくれるサポーターがいます。その登別版サ
ポーター第１号として「登別市少年軟式野球連盟」の皆さんが協
力してくれています。市内の大会で横断幕を掲げてくれました！

みんなの町は、みんなの手で良くしていく「じぶんのまちを、良くするしくみ」

赤い羽根共同募金を応援しています！

登別市少年軟式野球連盟は、赤い羽
根サポ

ーター
宣言

登別市少年軟式野球連盟

市長及び市議会議長も、赤い羽根
を着用して運動の啓発をしていま
す。「赤い羽根」は頑張っている誰
かを想う、やさしさの証です。

赤い羽根でつながるやさしさの輪
～登別ならではの取り組みを始めてみませんか？～

地域の資源と共同募金のし
くみがコラボした、寄付金付
き商品の開発や特典付き商品
の製作などを行う取り組み。
共同募金のしくみを有効活用
してお互いの特色を活かした
地域貢献のカタチを効果的に
ＰＲすることが期待できます。

市内で開催されるイベントや法人、
企業、団体、町内会等の催し物の際に
募金箱設置や共同募金限定の啓発グッ
ズ(ポスター、のぼり旗、風船、バッチ
等)を活用して運動の呼びかけとＰＲを
行う取り組み。一緒に
楽しみながら参加型の
新たな募金のカタチを
身近なところ始めるこ
とができます。

施設、企業・事業所・商店
等にポスターやのぼり旗の広
報掲示をする取り組み。共
同募金運動を広く市民に広報
啓発するた
めに、ポス
ター１枚か
ら始められ
る協力のカ
タチです。

ポスター掲示でＰＲ！ イベント募金でＰＲ！登別オリジナル
寄付金付き商品の開発！

共同募金運動は、じぶんの地域をより良くしていこうとする取り組みを、活動

への参加や寄付を通じて広く社会で応援して一緒に進めていく民

間の運動です。登別市内における活動への参加もさまざまで、子

どもから大人まで個人、企業、団体等みなさんのできるカタチで、

一緒にこのまちを想い、やさしさの輪を広げてみませんか？

を応援しています！

ら始められら始められ

等)を活用して運動の呼びかけとＰＲを等)を活用して運動の呼びかけとＰＲを

ご紹介した他にも活動への参加のカタチはたくさん
あります♪
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8月31日（日）に、福祉ゆたかなまちづくりの実
現を願い、51団体の協力を得て、総合福祉センター
しんた21において本事業を開催しました。
メインステージでは、太鼓演奏や寸劇、さらには
豪華景品の当たる抽選会などで盛り上がりを見せま
した。また、地域活動に貢献している85歳以上の方
へ贈られる「高齢者いきいきライフ表彰」も行われ、
16人の方が表彰を受けました。
館内ではボランティアのミニ体験や、障がい者の
作品展示会、快晴の屋外ではジンギスカンなどの屋
台や野菜の直売などの催し物もあり、800人を超え
る来場者で賑わいました。
ご参加ご協力いただきました皆様、ありがとうご
ざいました。

登別地
区

１２６，１７８円

幌別地
区

２６４，０８３円

鷲別地
区

１３１，３３４円

たすけあいの心の高揚とふれあいの輪を広げるための交流事業

平成26年度
たすけあいの心の高揚とふれあいの輪を広げるための交流事業

ビールパーティー
昭和60年に社会福祉基金造成事業と地域住民の交流・情報交換の場として始まりました。

収益は、市民とともに進める地域福祉活動の財源として活用されます。

社会福祉基金造成事業での益金のご報告

合計　　５２１，５９５円

ふれあいフェスティバル2014のぼりべつふれあいフェスティバル2014のぼりべつ
を開催しました !
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どうすれば会員になれるの？ 入会手続きは面倒ですか

お電話でご予約いただき、当センターへお越しください。

☆登録時には入会者（保護者）の顔写真と印鑑が必要となります。

どんな人が会員になれるの？

登別市民であれば、どなたでも会員になれます。

☆提供・両方会員に登録する方には、安心して援助活動をするための講習を受講していただいています。

 
 
 
 
 

 

     
 

        

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

 

 

 

  

 

会 員 中募 集
！

 

会 員 中募 集

ファミリーサポート Q & A 
ファミリーサポートセンターってなぁに ೨♛‿♛೨ ？

「子育ての支援をしてほしい」方と「子育てのお手伝いをします」という方が会員になって、

地域ぐるみで子育てを応援する事業です。センターはお子さんのあずかりや送迎など、会員さん

一人ひとりのニーズに応じた、きめ細やかなコーディネイトに努めています。

～ 会員さんからのメッセージ ～ 

ちょっとしたお手伝いで 子育てにゆとりができ、お母さんに笑顔が戻る

～そして子どもたちは幸せ～ そんな幸せ作りのお手伝いε ❀◕‿◕ฺ з

こんな時ご連絡ください♡

夫の転勤で登別市に引っ越してきたばかり。知らない土地で親戚も友達もなく、孤独を感じなが

ら子育てしていました。ファミリーサポートに登録して、子どもの援助だけでなく私（お母さん）

自身の気持ちも受けとめていただき、心の支えになりました。ありがとうございました。

生活に時間のゆとりができ、「このままではいけない、誰かの役に立ちたい」という想いで入会し

ました。何年かぶりに赤ちゃんを抱くことができ、少し忙しいけれど充実した毎日です。

登別市ファミリーサポートセンター 

ご連絡・お問い合わせは 登別市ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ ８５－００３３ 

受付時間：月～金 ～ ※お電話での予約をお願します┏○

☆詳細はＨＰをご覧ください ➪子育て支援へ

来週参観日があるの

でも、チビちゃんが

チョロチョロして･･･

٩ ๑＞◡＜๑ ۶

地域の手があなたの 

子育てを応援している 

ことを忘れないで… 
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受領年月日 寄付者名 寄付の目的 寄付金額

26.9. 1 高橋政幸　 ふれあいフェスティバルでの地域活動支援センター作品展示において、陶芸作品の売上金の全額を社会福祉のために 7,850
26.9. 7 チャリティーランク別歌謡選手権大会実行委員会 チャリティーランク別歌謡選手権での益金の一部を社会福祉のために 20,000
26.9.11 福永晃一 社会福祉のために 6,954
26.9.12 北海道登別青嶺高等学校生徒会 学校祭におけるクラス模擬店の売上げを社会福祉のために 120,382
26.9.21 鷲別エリア歌謡交流会実行委員会 チャレンジ歌謡交流会を開催するにあたり益金の一部を社会福祉のために 20,000
26.9.26 いずみ亭 愛の小箱 23,337

受領年月日 寄付者名 寄付品名 寄付の目的

26.8.1 北海道新聞蘭友会 車椅子１台 古紙回収での売上金を活用して購入した福祉用具を社会福祉のために

社協寄付金 （平成26年8月1日～平成26年9月30日） （敬称略／単位：円）

社協寄付物品（平成26年8月1日～平成26年9月30日） （敬称略）

見守り活動や防犯灯の管理、広報配布等の情報提供など、

町内会では、暮らしをより良いものにするために、様々な

活動を行っています。町内会活動の充実には皆さんの参加

が必要です！「自分の町内会がわからない…」等、お気軽

にご相談ください！

ふれあい会食会は、地域住民同士の支え合い活動の促進や、見守りが必要なお年寄り
等の孤立を防ぎ、地域住民と交流する機会を設けることを目的に平成2年から実施して
います。
本事業は「歳末たすけあい募金」の助成を受けており、平成25年度は62町内会で実施
され、1‚112名の方にご参加いただきました。
それぞれの町内会で、手作りの料理を振る舞う他にも、防犯に関する講話や介護予防
の体操を行うなど趣向を凝らした企画を用意しています。お誘いがありましたら、ぜひ
ご参加ください。

昨年度の様子

ふれあい会食会は、地域住民同士の支え合い活動の促進や、見守りが必要なお年寄りふれあい会食会は、地域住民同士の支え合い活動の促進や、見守りが必要なお年寄り

ふれあい会食会がスタート！

町内会に
加入

しましょう
事務局　85－2139
登別市中央町6－11
登別市役所

市民サービスグループ内

登別市連合町内会

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！

▲登別本町2町会▲登別本町2町会▲登別本町2町会


