20 障がい者及び高齢者へのパソコンサポート事業

21 視力障がい者へのガイドヘルプ支援事業

外出が困難な方へ、自宅へ
訪問してパソコン操作を教え
る活動や、視覚障がい者や高
齢者へパソコン操作の指導を
通して、パソコン操作のスキル
アップを行うことができました。

視力障がい当事者が外出す
る際、必要に応じてガイドヘル
プを行う他、視力障がい者の
社会参加を目指し、様々な行
事等で障がいに対する理解と、
ガイドヘルプの普及に努める
ことができました。

22 要介護者を対象とした衣類のリフォーム事業

23 オカリナ訪問演奏事業

身体に障がいのある方や在
宅介護者から相談を受け、衣
類を脱ぎ着しやすいよう衣類
のリフォームを行うことができ
ました。このような活動を継続
して行えるのも寄付者のみな
さんのおかげです。ありがとう
ございました。

市 内の町 内 会や福 祉 施 設 、
障がい者団体等を対象とした、
オカリナ訪問演奏を行い、演奏
を通してたくさんの方が笑顔
になってもらう活動を行いまし
た。寄付者の皆様ありがとうご
ざいました。

24 ノルディックウォーキングを通した健康推進事業

25 鷲別小学校区子どもの見守り啓発事業

健康増進を目的に町内会や
老人クラブ等に無料でインスト
ラクターを派遣して、正しくノ
ルディックウォーキングができ
るよう指導する活動を行いま
した。寄付者の皆さんありがと
うございました。

地域安全に関する問題点を
住民が把握し、地域の防災意
識を浸透させることを目的に、
広報啓発活動として「かわら
版」
を発行して地域に啓発する
ことが出来ました。寄付者の皆
様ありがとうございました。

パソコンボランティアプラザ登別／65,000円助成

ハンズ・メイト／37,000円助成

登別ノルディックウォーキング愛好会／15,000円助成

登別ブラインドボランティアの会／26,000円助成

サウザンド・パワー／10,000円助成

鷲別子ども見守りたい／10,000円助成

２０１９ 年 度
赤い羽根共同募金助成
あ り が とうメッ セ ー ジ 集
〜 き ず な の ま ち づ くり 助 成 事 業 〜

地域における読み聞かせ活動を通しての交流及び

26 子育て支援事業

おはなしりぼん／21,000円助成

小学校や保育所、地域での
様々な行事等で絵本の読み聞
かせを行い、
「みんなで共に楽
しむ読み聞かせ」
を意識しなが
ら参加者に読み聞かせを楽し
んでもらうことができました。
寄付者の皆さんありがとうご
ざいました。

④きずなづくりを進めるための
多様なネットワークづくりのための取り組み
町内会における助け合い推進事業

⑤地域福祉を支える
社協の基盤強化のための取り組み

27 (ご近所同志の福祉ネットワークづくり推進事業)

28 デイサービス利用者への介助サポート事業
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や世代間交流等を実施し、地
域福祉の課題解決を進めてい
くためのより良い地域での助
け合い支え合い活動を行いな
がら地域のきずなを広めてい
く活動を行いました。

しんた２１内デイサービスセ
ンターで利用者さんとの交流
などを行い、デイサービスセン
ターでの一日を満足して生活
できるよう利用者さんとの交
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事の際の付き添い介助サポー
ト等を行いました。

登別市連合町内会／100,000円助成

発

行

在宅福祉ボランティアとわの会／25,000円助成

社会福祉法人 登別市社会福祉協議会
登別市片倉町6丁目9-1 総合福祉センターしんた21内
TEL 0143-88-0860
FAX 0143-88-4546

ホームページはこちらから

きずなのまちづくり助成事業とは
社会福祉法人登別市社会福祉協議会と共に福祉のまちづくりを積極的に取り組む団体が、市民のための
福祉活動計画である登別市地域福祉実践計画「きずな」の趣旨に賛同し、その趣旨に基づいて実施する事業
及び活動に対して共同募金の支援を受け助成を行い「きずなのまちづくり」を共に進めることを目的とした事
業です。
2019年度については、26団体28事業の申請があり、総額1,124,000円を助成金として交付しました。この
報告書では、助成金を活用して行った様々な事業の報告と募金寄付者へ向けた感謝のありがとうメッセージ
を掲載しています。
フェイスブックはこちらから

この報告書は、「赤い羽根共同募金」の支援を受けて発行しています。

①市民への福祉に対する関心や意識を高めるための取り組み

11 精神障害者への理解を深める交流事業
ひまわりサークル／15,000円助成

1 視覚障がい者への理解を深める啓蒙事業
登別視力障害者協会／60,000円助成

登別市障害者福祉関係団体連絡協議会／60,000円助成

事業を実施する上での資料
制作、ポスター、チラシ制作印
刷等の事務用品に使わせて頂
きました。寄付者の皆さんあり
がとうございました。

視力障がいについて理解を
深める為に行われた市民講座
やイベント等で使用する資料
や 啓 蒙 活 動 の チラシ 作 成と
いった消耗品費として使用さ
せていただき、障がいについて
深く理解してもらうことができ
ました。

3

「障害者週間」
記念事業を通した障がいに対する理解と
2 交流を深める事業

統合失調症の患者さんを中
心にフリーミーティングで日常
生活のことを話し合ったり、社
会見学、研修等を行い市民を
巻き込みながら当事者の社会
参加を目指し、障がい理解を深
める活動を行えました。

12 自給自足による子ども食堂事業
NPO法人ゆめみ〜る／50,000円助成

学校ではなかなか体験でき
ない農園での農作業体験を通
して、児童と地域住民との交流
を図ることを目的に行いました。
助成金は、農作業に必要な農
機具、肥料等に活用させてい
ただきました。

②市民が主体的に地域の問題を考え解決していくための取り組み

肢体不自由児への理解と地域参加を図るための
交流事業

障がい児とその家族の交流する場づくりと
4 子育て相談サポート事業

登別肢体不自由児者父母の会／42,000円助成

障がい児親子の会ぽぽくらぶ／45,000円助成

毎週水曜日、鷲別公民館を
主会場に
「遊びの広場」
を開催
する他、様々な行事を通して親
子の交流を行い、発達相談や
安心して遊べる場所の提供を
地域のボランティアさんの力を
借りながら実施できました。

様々な行事を開催する中で、
障がい当事者と住民とが交流
を通して肢体不自由への理解
を深めることができ、行事の様
子を本会発行の通信等に掲載
することで、広く地域に啓発す
ることができました。

13 男の料理教室事業
登別市食生活改善推進員協議会／15,000円助成

生活習慣病のリスクを軽減
することを目的に、普段料理に
慣れていない男性を対象に料
理の楽しさやバランスのとれ
たメニュー等を覚えてもらう料
理教室を行いました。

町内会の防災訓練を通した地域住民同士の支え合い

知的・発達障がい者の社会参加を見据えた余暇活動・

5 手話講習会開催のための事業

6 ボランティア育成事業

登別手話の会／40,000円助成

登別市手をつなぐ育成会／25,000円助成

事業を通して地域の方々と
交流することで、障がい者やそ
の家族の想いに理解を深めあ
える良い機会となりました。
助成金は、主に会場使用料
やチラシ等にかかる費用とし
て活用しました。

学校やふれあいフェス、ぬく
もりフェス等様々な行事で手
話講習会を開催する他、通年
を通して、希望者に手話体験
会を開催し、手話やろうあにつ
いて啓発することができました。

14 犯罪予防をとおして命の大切さを広める事業
登別更生保護女性会／54,000円助成

ビデオフォーラム等を開催し、
住民へ子どもの健全育成、地
域の見守りについて啓発する
他、市内の小学生〜高校生を
対象にリーフレットを配布しな
がら命の大切さを広める活動
を行えました。

鬼まつり キャンドルフェスタによる

15 推進事業

16 世代間交流事業

各地区連合町内会で行われ
る防災意識を高める為の避難
訓 練 や 防 災 研 修 等を通して、
災害時に要支援者を守るため、
地域ぐるみで平常時からの助
け合いの大切さを確認できま
した。

少子化や独居高齢者が多く
なった地域社会の中で、子ども
からお年寄りまで楽しく交流で
きる場所づくりを目的に実施し、
様々な世代の方々が交流する
場となりました。

登別市連合町内会／100,000円助成

ＮＰＯ法人ライフサポート／30,000円助成

17 地場産の材料を使って健康に役立つ料理教室事業
7

知的・発達障がい児者の卒業や成人を祝う
交流事業
登別市手をつなぐ育成会／5,000円助成

障がい児者の卒業や成人を
祝う交流事業を3月に予定し、
参加周知等行っておりました
が、新型コロナウイルス感染防
止のため行事を中止させてい
ただきました。助成金は準備に
かかる費用に活用させていた
だきました。

8

障害者への理解を求め、市民との絆を深める
バリアフリー実践学習事業
バリアフリーネットワークつばさの会／47,000円助成

※2018年度の写真です

障がいについての理解を深めるスポーツレク

年間を通して様々な交流行
事を行い、障がいのある方や
その家族等との交流を通して
障がいや暮らしの理解を深め
ることもできたと思います。寄
付者の皆さんありがとうござ
いました。

9 交流会事業

10 手話学習会及び手話フェスティバル実施事業

障がい者の理解と激励を目
的に、
１０月にスポーツ交流会
を実施しました。交流会では、
障 が い 者 や 支 援 者 、地 域 の
方々と一緒に汗を流し交流す
ることで、障がい等の理解を深
めることができました。

年間を通して多くの手話学
習会を開催することができ、市
内の方々へ手話の普及と障が
いについての理解を深めるこ
とができました。寄付者のみな
さんありがとうございました。

室蘭・登別心身障がい者職親会／50,000円助成

登別聴覚障がい者協会／33,000円助成

ボランティア花つなの会／14,000円助成

地域の様々な世代を対象に
地 場 産 の 材 料を使った ヘ ル
シー料理教室を開催し、子育て
中の方や高齢の方等に「食を
通して健康を守る」
ことを意識
しながら楽しんで学んでもらう
ことができました。

③福祉サービスの質と量を保障する市民協働のための取り組み
18 視力障がい者に対する広報等朗読吹き込み事業
登別朗読ボランティアの会／70,000円助成

市内の視力障がい者を対象
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呼ばれるCD媒体に吹き込む
活動を行う他、朗読の講習会
を開催して朗読の魅力に触れ
ながらボランティア活動の啓
発を行うことができました。

点訳を通した視覚障がい者の生活サポートと

19 市民の普及・啓発事業

登別市点訳赤十字奉仕団／60,000円助成

市や社協等様々な団体から
点訳依頼に応じ、視力障がい
者に対し、点訳を通した情報提
供を行う他、中途失明者に点
字指導等を行うことができまし
た。寄付者のみなさんありがと
うございました。

①市民への福祉に対する関心や意識を高めるための取り組み
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地域の様々な世代を対象に
地 場 産 の 材 料を使った ヘ ル
シー料理教室を開催し、子育て
中の方や高齢の方等に「食を
通して健康を守る」
ことを意識
しながら楽しんで学んでもらう
ことができました。

③福祉サービスの質と量を保障する市民協働のための取り組み
18 視力障がい者に対する広報等朗読吹き込み事業
登別朗読ボランティアの会／70,000円助成

市内の視力障がい者を対象
に広報等を朗読し、デイジーと
呼ばれるCD媒体に吹き込む
活動を行う他、朗読の講習会
を開催して朗読の魅力に触れ
ながらボランティア活動の啓
発を行うことができました。

点訳を通した視覚障がい者の生活サポートと

19 市民の普及・啓発事業

登別市点訳赤十字奉仕団／60,000円助成

市や社協等様々な団体から
点訳依頼に応じ、視力障がい
者に対し、点訳を通した情報提
供を行う他、中途失明者に点
字指導等を行うことができまし
た。寄付者のみなさんありがと
うございました。

20 障がい者及び高齢者へのパソコンサポート事業

21 視力障がい者へのガイドヘルプ支援事業

外出が困難な方へ、自宅へ
訪問してパソコン操作を教え
る活動や、視覚障がい者や高
齢者へパソコン操作の指導を
通して、パソコン操作のスキル
アップを行うことができました。

視力障がい当事者が外出す
る際、必要に応じてガイドヘル
プを行う他、視力障がい者の
社会参加を目指し、様々な行
事等で障がいに対する理解と、
ガイドヘルプの普及に努める
ことができました。

22 要介護者を対象とした衣類のリフォーム事業

23 オカリナ訪問演奏事業

身体に障がいのある方や在
宅介護者から相談を受け、衣
類を脱ぎ着しやすいよう衣類
のリフォームを行うことができ
ました。このような活動を継続
して行えるのも寄付者のみな
さんのおかげです。ありがとう
ございました。

市 内の町 内 会や福 祉 施 設 、
障がい者団体等を対象とした、
オカリナ訪問演奏を行い、演奏
を通してたくさんの方が笑顔
になってもらう活動を行いまし
た。寄付者の皆様ありがとうご
ざいました。

24 ノルディックウォーキングを通した健康推進事業

25 鷲別小学校区子どもの見守り啓発事業

健康増進を目的に町内会や
老人クラブ等に無料でインスト
ラクターを派遣して、正しくノ
ルディックウォーキングができ
るよう指導する活動を行いま
した。寄付者の皆さんありがと
うございました。

地域安全に関する問題点を
住民が把握し、地域の防災意
識を浸透させることを目的に、
広報啓発活動として「かわら
版」
を発行して地域に啓発する
ことが出来ました。寄付者の皆
様ありがとうございました。

パソコンボランティアプラザ登別／65,000円助成

ハンズ・メイト／37,000円助成

登別ノルディックウォーキング愛好会／15,000円助成

登別ブラインドボランティアの会／26,000円助成

サウザンド・パワー／10,000円助成

鷲別子ども見守りたい／10,000円助成

２０１９ 年 度
赤い羽根共同募金助成
あ り が とうメッ セ ー ジ 集
〜 き ず な の ま ち づ くり 助 成 事 業 〜

地域における読み聞かせ活動を通しての交流及び

26 子育て支援事業

おはなしりぼん／21,000円助成

小学校や保育所、地域での
様々な行事等で絵本の読み聞
かせを行い、
「みんなで共に楽
しむ読み聞かせ」
を意識しなが
ら参加者に読み聞かせを楽し
んでもらうことができました。
寄付者の皆さんありがとうご
ざいました。

④きずなづくりを進めるための
多様なネットワークづくりのための取り組み
町内会における助け合い推進事業

⑤地域福祉を支える
社協の基盤強化のための取り組み

27 (ご近所同志の福祉ネットワークづくり推進事業)

28 デイサービス利用者への介助サポート事業

各小学校区にて福祉座談会
や世代間交流等を実施し、地
域福祉の課題解決を進めてい
くためのより良い地域での助
け合い支え合い活動を行いな
がら地域のきずなを広めてい
く活動を行いました。

しんた２１内デイサービスセ
ンターで利用者さんとの交流
などを行い、デイサービスセン
ターでの一日を満足して生活
できるよう利用者さんとの交
流や見守り、入浴後の整髪、行
事の際の付き添い介助サポー
ト等を行いました。

登別市連合町内会／100,000円助成

発

行

在宅福祉ボランティアとわの会／25,000円助成

社会福祉法人 登別市社会福祉協議会
登別市片倉町6丁目9-1 総合福祉センターしんた21内
TEL 0143-88-0860
FAX 0143-88-4546

ホームページはこちらから

きずなのまちづくり助成事業とは
社会福祉法人登別市社会福祉協議会と共に福祉のまちづくりを積極的に取り組む団体が、市民のための
福祉活動計画である登別市地域福祉実践計画「きずな」の趣旨に賛同し、その趣旨に基づいて実施する事業
及び活動に対して共同募金の支援を受け助成を行い「きずなのまちづくり」を共に進めることを目的とした事
業です。
2019年度については、26団体28事業の申請があり、総額1,124,000円を助成金として交付しました。この
報告書では、助成金を活用して行った様々な事業の報告と募金寄付者へ向けた感謝のありがとうメッセージ
を掲載しています。
フェイスブックはこちらから

この報告書は、「赤い羽根共同募金」の支援を受けて発行しています。

