
社会福祉法人  札幌市白石区社会福祉協議会
〒003-8612　札幌市白石区南郷通1丁目南 8 番 1号　白石区複合庁舎1階
電話 011-861-3700　FAX 011-866-8999
HP  https://www.sapporo-shakyo.or.jp/about/shiroishi-shakyo/

　「高齢者と子どもが一緒に食事をし、語り合う場を作りたかった」と語る代表の高瀬さん。高瀬さんは、民生委員児童委員、
高齢者のサロンや合唱団の代表もされており、その活動の中で高齢者や子ども達の孤食に気が付き、３年ほど前から開催の構
想を練っていたそうです。サロンの仲間に声をかけ、町内会青少年部長で青少年育成委員をしている現副代表の坂井さんに協
力を求め、町内会回覧でボランティア募集と寄付を募りました。高校生から70 代後半の男女総勢18 名のボランティアが集い、
寄付金も100 名以上の方から予想を大きく超える金額が集まったそうです。他の子ども食堂も見学し、集まったボランティアと
４度の打合せとプレオ－プンを経て、スタートしました。町内会も広報や会館利用料の減免などで全面的にバックアップしてく
れています。
　コロナ禍の中、オープンには慎重な意見もありましたが、「他者との触れ合いの場を求めている人が多い今だからこそスター
トしよう！！」という強い思いで開催を決定したそうです。但し、コロナウィルス感染拡大防止のため本来の会食形式ではなく、
所定の時間に会館に取りに来ていただくお弁当配布形式としており、換気や消毒、密にならない工夫など対策も十分とって行っ
ています。取材に行った日は15 時の販売開始からものの十数分で用意していた50 食を完売しました。
　川北町内会の住民パワーと、人と人とのつながり・触れ合いの大事さを改めて感じさせてくれる、そんな温かい食堂です。
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川北おうち食堂 ～笑顔で楽しい食堂に　～

場所及び開催日時 川北会館（白石区川北2条2丁目7－10）
毎月／原則第３土曜日　15：00～
（詳細は川北町内会だよりでお知らせします）

料　金 幼児・小学生～ 100円
中学生以上大人まで～ 200円　

高瀬代表（090－3114－8790）お問い合わせ

昨年9月にオープンした
「こども食堂」を紹介するまも！

お問い合わせ・
連絡先
お問い合わせ・
連絡先

年会費 個人（一口） 1,000円　団体（一口） 10,000円

白石区の福祉のために、
あたたかいご寄付をありがとうございました。

■野村　弘三　様 1,000 円
　  ・本会へ区内の福祉に役立ててほしいとご寄付をいただきました。

■札幌市白石区老人クラブ連合会　様 30,000 円
　  ・本会へ区内の福祉に役立ててほしいとご寄付をいただきました。

　いただいたご寄付は白石区内の「ふれあい・いきいきサロン」
の支援や、地域福祉活動に活用させていただきます。

令和２年１１月～令和３年１月にいただいた寄付金の紹介

札幌市白
石区老人クラブ連合会 様

　白石区社会福祉協議会では、賛助会費を区内のボランティアや福祉のまち推進事業などの

地域福祉活動に活用しています。１年間を通じ、ご加入いただけますので、地域福祉の拡大

のために皆さまのご協力をお願いいたします。

山中　忠典様、硎光　直様、硎光　千恵子様、鈴木　實様、繁泉　将晴様、
豊間根　一雄様、長井　和幸様、高橋　唯之様、柴　元博様、野村　弘三様、
澤口　正明様、熊谷　智恵子様、曽根崎　聡様、栗山　文雄様、伊藤　光夫様、
辻岡　博之様、森川　淳一様、鈴木　亨様、延　育子様、澤田　信幸様、永本　宏様、
長南　仁様、坂井　多恵子様、村上　玄光様、本間　千晶様、大久保　二郎様、
藤島　明男様、鈴木　和弥様、木村　良彦様、蠣崎　三憲様

北東白石地区社会福祉協議会様、札幌市あけぼの荘様、
静心寮様、白石福祉園様　

団体会員 4団体
（納入日順）

個人会員 30名
（納入日順）

令和２年１１月～令和３年１月にご協力いただいた方をご紹介します。

■世界平和統一家庭連合　札幌南家庭教会　様
　・900 枚のマスクをご寄付いただきました。

　いただいたご寄付は白石区内の子ども食堂や「ふれあい・
いきいきサロン」、その他の地域福祉活動に活用させていただ
きます。

令和２年１１月～令和３年１月にいただいた寄付物品のご紹介

世界平和統一家庭連合
札幌南家庭教会  様

食材等の寄贈、
ご寄付も随時募集
しております！

お弁当詰込み 反省会

受け渡し

賛助会員
の募集
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介護予防センターは、何をしているところ？

新型コロナウイルスに負けるな！未来の自分のために身体を動かそう！
　新型コロナウイルスの影響によって、自宅に閉じこもる生活が続いていませんか？
　外出の機会が減ると、自分では気付かない間に少しずつ身体が衰えていき、身体の
変化に気が付く頃には、日常生活に支障が出始めています。
　いつか新型コロナウイルスが収束した時には、以前のように気軽に外
出することができ、友達や家族と気兼ねなく過ごせる時間が戻ってきま
す。
　その時に備えて、今から健康な体を維持することが大切です。
　未来の自分のために、今できることを始めていきましょう！

　「サッポロスマイル体操」とは、誰もが簡単にできる介護予防を目的とした体操です。
　自宅の中でできる簡単な体操なので、少しずつでも取り組んでみませんか？

　この他にも転倒予防や誤嚥防止、認知機能の保持のために効果的な体操を紹介しています。
　「サッポロスマイル体操」の内容について、詳しく知りたい方やリーフレットをご希望の方は、介護予防
センターにお問い合わせ下さい。

「サッポロスマイル体操」の 1つ「筋トレバージョン」の一部を紹介。

加齢に伴って、筋力や認知機能が低下したり、閉じこもりがちになっ
たりなど、「体力や心身の活力が低下したり、社会との関わりが希薄化
した状態」のことです。

　チェック項目が多いほど、フレイル状態になっています。フレイル状態を放っておくと、風邪や転倒などに
より、要介護状態になりやすくなります。少しでも早く対策を行うことで、元の健康状態に戻る可能性があり
ますので、今できることを少しずつ始めていきましょう !!

ご高齢の方が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、取り組みを進めています。

①身近な相談窓口
　日常生活で心配に思っていること、健康状態について気になっていること、
介護保険制度について知りたいことなど、様々な相談を受け付けています。

②介護予防教室（すこやか倶楽部など）の開催
　転倒予防や認知症予防などに繋がる介護予防教室を開催し、高齢になって
も介護を必要としない身体づくりの場を作っています。

③地域の福祉活動の支援
　地域の老人クラブや町内会などで行われている福祉活動を支援し、介護予防についての普及啓発
活動を行っています。

④集いの場・通いの場（運動サークルなど）の開催支援
　地域の会館や集会室などで、体操や脳トレ、講話やゲームなどを通じて介護予防を行うための「集
いの場」「通いの場」の開催に向けて支援活動を行っています。

簡単フレイル（虚弱・衰え）チェックポイント

「サッポロスマイル体操」をやってみよう！

白石地区にお住まいの方にお住まいの方
介護予防センター白石中央
☎011-864-5535
白石区本郷通3丁目南1-35
コミュニティホーム白石内

北東白石地区に
お住まいの方

に
お住まいの方
介護予防センター川下
☎011-875-6810
白石区川下4条 6丁目 2-23
きさく苑デイサービスセンター内

東札幌・菊水地区に
お住まいの方
東札幌・ に
お住まいの方
介護予防センター菊水　
☎011-820-1365
白石区菊水4条 1丁目 9-22
勤医協札幌病院内

北白石・菊の里地区に
お住まいの方
北白石・菊の里地区に
お住まいの方
介護予防センター菊の里
☎011-879-6012
白石区菊水元町8条 2丁目 7-15
特別養護老人ホーム平成苑内

東白石・白石東地区に
お住まいの方
東白石・白石東地区に
お住まいの方
介護予防センター本通
☎011-861-6110
白石区本通16丁目北 4-30
特別養護老人ホーム白石ハイツ内

もっと詳しく知りたい方は、
下記の連絡先にお問い合わせください。

住んでいる地域で連絡先が
異なります !

自宅でできる筋力トレーニング
！ 

フレイルとは？
□ ①食欲が出なくやせてきた。（6ヵ月間で2～3kg 以上体重が減少）
□ ②同世代と比べて歩くのが遅くなった。
□ ③ペットボトルのふたが開けづらい。以前よりも力が入らなくなった。
□ ④出かけるのがおっくうな感じ。人と話すのがめんどうになった。
□ ⑤最近なかなか疲れがとれない。

フレイルチェック
簡単 !

当てはまる項目に
チェックをしてみよう

❶つまづき予防

つま先を上げる！　　　かかとを下げる！
（各2回ずつ）

両手で体を支えながら
足を上げて下げる（8 回）

❷車の乗り降りを楽に

転倒しないよう
気をつけて！

問い合わせ先一覧
※問い合わせ先は令和3年 3月時点での情報です。

今できること
の
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　新型コロナウイルスの影響によって、自宅に閉じこもる生活が続いていませんか？
　外出の機会が減ると、自分では気付かない間に少しずつ身体が衰えていき、身体の
変化に気が付く頃には、日常生活に支障が出始めています。
　いつか新型コロナウイルスが収束した時には、以前のように気軽に外
出することができ、友達や家族と気兼ねなく過ごせる時間が戻ってきま
す。
　その時に備えて、今から健康な体を維持することが大切です。
　未来の自分のために、今できることを始めていきましょう！

　「サッポロスマイル体操」とは、誰もが簡単にできる介護予防を目的とした体操です。
　自宅の中でできる簡単な体操なので、少しずつでも取り組んでみませんか？

　この他にも転倒予防や誤嚥防止、認知機能の保持のために効果的な体操を紹介しています。
　「サッポロスマイル体操」の内容について、詳しく知りたい方やリーフレットをご希望の方は、介護予防
センターにお問い合わせ下さい。

「サッポロスマイル体操」の 1つ「筋トレバージョン」の一部を紹介。

加齢に伴って、筋力や認知機能が低下したり、閉じこもりがちになっ
たりなど、「体力や心身の活力が低下したり、社会との関わりが希薄化
した状態」のことです。

　チェック項目が多いほど、フレイル状態になっています。フレイル状態を放っておくと、風邪や転倒などに
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　白石区社会福祉協議会では、以下の福祉機材を無料で貸し出しています。ボランティア研修や福祉教材
としてご活用いただけます。また、福祉機材の空き状況に応じて、一般の方にも貸し出しを行っています。
※貸し出し後は1つ 1つ消毒しています。　※貸し出し期間は2週間以内となっております。

そんなときは…社会福祉協議会へご相談下さい！そんなときは…社会福祉協議会へご相談下さい！

講師の方の紹介や情報提供、どんな福祉活動ができるのか等、一緒に考えます！

福祉機材の貸出について

車いす 高齢者疑似体験セット
サイズ展開：Ｓ、Ｍ、キッズ

片マヒ疑似体験セット
サイズ展開：
Ｍ、Ｌ、ＬＬ　

アイマスク
白杖

　毎年、生徒会が中心となって、全校生徒に向けて清掃ボラ

ンティアの呼びかけを行い、集まったボランティアをいくつ

かのグループに分け、公園や学校周りの清掃活動を行って

いました。

　今年度については、新型コロナウイルスの感染が拡大し

ている状況では、生徒が集まっての活動は難しいと考え、

清掃ボランティア活動を中止にし、新しい取り組み内容を

生徒会と教員で話し合いました。

　本会では、区内に所在する小学校・中学校・高等学校を対象に福祉活動への理解を深めていただくことを

目的とした「社会福祉協力校事業」を実施しています。

　令和２年度からは「札幌市立北都中学校」を社会福祉協力校として指定しておりました。新

型コロナウイルスの影響により当初計画していた活動を行うことができず、生徒会と教員で話

し合いを行い新しい取り組みを行ったとのことです。

　その活動について、生徒会の皆さんにお話を伺ってきましたので、ご紹介いたします。

コロナ禍で頑張っている介護施設の皆さんへ
応援や激励のお手紙を送りたい
札幌市立北都中学校　生徒会のみなさん

生徒たち向けに福祉をテーマにした講座を開催したい。
他の学校の取り組みについて知りたい。
福祉用具の使い方について、実践を踏まえて説明してほしい。
年に数回の活動なので、福祉用具を貸してほしい。　　 などなど

こんなことをお考えではありませんか？

自走式 介助式

札幌市立北都中学校の福祉活動の取り組みについて
～コロナ禍でもできること～

今まではどんな福祉活動を
おこなってきましたか？

　一昨年、職業体験でお世話になった介護施設の職員の皆さん

は、コロナ禍でも頑張って働いているので、応援と激励のお手紙

を送りたいと考えました。職業体験に行った3 年生を対象にボラ

ンティアを呼びかけ、約 80 名のボランティアが集まり、160 枚

以上のお手紙を作成しました。その後は、生徒会がお手紙をパネ

ルに張り付ける作業を行い、介護施設へ届けに行く日程確認の

電話掛けを行い、10か所の介護施設へ直接届けに行くという活

動を行いました。

新しい取り組みとはどんな活動ですか？

　お手紙を介護施設の職員の方に渡したとき、「どうもありがと

う！」と喜んでくれた時は、嬉しかったです。

今回、新しい活動に取り組んでみて、
良かったなと感じたことはありますか。
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　赤い羽根共同募金は、自分の住む街の子どもたち、高齢者、障がい者などを

支援するさまざまな福祉活動に役立てられます。また、災害時には、「災害ボ

ランティアセンター」の設置や運営など、被災地の支援にも役立っています。

　令和２年度白石区の共同募金の実績額は、7,160,433 円でした。あたたか

いご寄付ありがとうございました。

　白石区共同募金委員会では、赤い羽根共同募金の募金箱設置にご

協力いただける企業・店舗・施設などを募集しています。

　受付やロビー、レジの横などに設置のご協力をお願いいたします。

設置にご協力いただいた企業・店舗・施設は
本広報誌にてご紹介させていただきます！

詳しくは、　　　　　　　　　　　　　　　　  

白石区社会福祉協議会　☎011-861-3700
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  まで♪

本会では、年間を通して募金を受け付けています。
ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。

令和２年度赤い羽根共同募金運動のご報告

赤い羽根共同募金募金箱の設置に
ご協力お願いいたします！

感謝のお手紙（感謝状）

福祉除雪協力員として
ご協力いただいた皆様のご紹介（順不同）

福祉除雪協力員の皆様へ
　この度は、地域協力員として福祉除雪事業にご協力いただき、誠にありがとうございました。
　皆様のご協力により白石区内 358 世帯の方が冬を乗り越えることができました。ご利用された方からも感謝の
お言葉をいただいております。
　除雪作業は、重労働であり身体にも負担がかかる大変な作業だと思います。そのような中、12月１日から３月25
日までの期間、地域協力員として活動いただき誠にありがとうございます。
　冬も終わりに近づいておりますが、まだまだ寒い日が続いておりますので、どうかお体をご自愛下さい。

白石区社会福祉協議会

　高齢な方や障がいがある方など、自力で除雪を行うことが困難な状況であり、冬期間の生活に不自由を感じ
ている方のために、通院や買い物など外出時の支障とならないように玄関先の除雪を行う事業です。除雪作業
を行うのは、福祉除雪事業に登録をしてくれている「地域協力員」の方々になります。
※地域の方のご協力があって成り立っている事業になります。
　お申込みにはいくつかの条件を設けておりますので、お申込みをご希望される方は本会までご連絡ください。

福祉除雪事業
とは

～ありがとうの気持ちをこめて～

個　　人：白石地区、東白石地区、東札幌地区、菊水地区、
 北白石地区、北東白石地区、白石東地区、菊の里地区

企　　業： （株）ゴッドスペース 様、（株）SKY様、（株）アダマック 様、
 （株）白石ゴム製作所 様、（株）北海メンテナンス様、（株）平野造園様、（株）ST様、
 大聖管建工業（株） 様、協友建設工業（株） 様、ムトウ建設工業（株） 様、
 丸栄山下建設（株） 様、五省建設（株） 様、北海道ニチレキ工事（株） 様、
 北陽道路工業（株） 様、武ダ技建創（株） 様、道央建設工業（株） 様、
 キーラックス合同会社 様

福祉施設：（福）札幌厚生会 様、（株）CO－BEST 介護ステーションソニア様

地域協力員　107名の皆様

～なお、いただいたご寄付は、白石区の活動の他、全道・全市の福祉団体等にも助成されております～

戸別募金 5,885,840円
街頭募金 389,273円
地域法人募金 885,320円

縦10cm、横10cm、高さ20cm
募金箱
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障がい者手帳提示で1割引。女性スタッフ対応可能。ドライバー募集中！

携帯電話  080ー2873ー7173080ー2873ー7173 電話  011ー557－3772011ー557－3772
ご予約・お問い合わせは

あゆみ
何でもご相談下さい。

予約受付

営業時間

・ホームヘルパー 2 級
・全身性、視覚障がい
　ガイドヘルパー
・患者等搬送乗務員適任証
  （札幌市消防局）

代表　奈良　幸崇 ストレッチャー・フルリクライニング
車椅子、酸素ボンベ常備しています。買い物代行等承ります。

6:00～20:00
8:00～18:00

介護タクシー

合同会社あゆみ
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社会福祉法人  札幌市白石区社会福祉協議会
〒003-8612　札幌市白石区南郷通1丁目南 8 番 1号　白石区複合庁舎1階
電話 011-861-3700　FAX 011-866-8999
HP  https://www.sapporo-shakyo.or.jp/about/shiroishi-shakyo/

　「高齢者と子どもが一緒に食事をし、語り合う場を作りたかった」と語る代表の高瀬さん。高瀬さんは、民生委員児童委員、
高齢者のサロンや合唱団の代表もされており、その活動の中で高齢者や子ども達の孤食に気が付き、３年ほど前から開催の構
想を練っていたそうです。サロンの仲間に声をかけ、町内会青少年部長で青少年育成委員をしている現副代表の坂井さんに協
力を求め、町内会回覧でボランティア募集と寄付を募りました。高校生から70 代後半の男女総勢18 名のボランティアが集い、
寄付金も100 名以上の方から予想を大きく超える金額が集まったそうです。他の子ども食堂も見学し、集まったボランティアと
４度の打合せとプレオ－プンを経て、スタートしました。町内会も広報や会館利用料の減免などで全面的にバックアップしてく
れています。
　コロナ禍の中、オープンには慎重な意見もありましたが、「他者との触れ合いの場を求めている人が多い今だからこそスター
トしよう！！」という強い思いで開催を決定したそうです。但し、コロナウィルス感染拡大防止のため本来の会食形式ではなく、
所定の時間に会館に取りに来ていただくお弁当配布形式としており、換気や消毒、密にならない工夫など対策も十分とって行っ
ています。取材に行った日は15 時の販売開始からものの十数分で用意していた50 食を完売しました。
　川北町内会の住民パワーと、人と人とのつながり・触れ合いの大事さを改めて感じさせてくれる、そんな温かい食堂です。

しろいし区
No.96
2021年3月発行

川北おうち食堂 ～笑顔で楽しい食堂に　～

場所及び開催日時 川北会館（白石区川北2条2丁目7－10）
毎月／原則第３土曜日　15：00～
（詳細は川北町内会だよりでお知らせします）

料　金 幼児・小学生～ 100円
中学生以上大人まで～ 200円　

高瀬代表（090－3114－8790）お問い合わせ

昨年9月にオープンした
「こども食堂」を紹介するまも！

お問い合わせ・
連絡先
お問い合わせ・
連絡先

年会費 個人（一口） 1,000円　団体（一口） 10,000円

白石区の福祉のために、
あたたかいご寄付をありがとうございました。

■野村　弘三　様 1,000 円
　  ・本会へ区内の福祉に役立ててほしいとご寄付をいただきました。

■札幌市白石区老人クラブ連合会　様 30,000 円
　  ・本会へ区内の福祉に役立ててほしいとご寄付をいただきました。

　いただいたご寄付は白石区内の「ふれあい・いきいきサロン」
の支援や、地域福祉活動に活用させていただきます。

令和２年１１月～令和３年１月にいただいた寄付金の紹介

札幌市白
石区老人クラブ連合会 様

　白石区社会福祉協議会では、賛助会費を区内のボランティアや福祉のまち推進事業などの

地域福祉活動に活用しています。１年間を通じ、ご加入いただけますので、地域福祉の拡大

のために皆さまのご協力をお願いいたします。

山中　忠典様、硎光　直様、硎光　千恵子様、鈴木　實様、繁泉　将晴様、
豊間根　一雄様、長井　和幸様、高橋　唯之様、柴　元博様、野村　弘三様、
澤口　正明様、熊谷　智恵子様、曽根崎　聡様、栗山　文雄様、伊藤　光夫様、
辻岡　博之様、森川　淳一様、鈴木　亨様、延　育子様、澤田　信幸様、永本　宏様、
長南　仁様、坂井　多恵子様、村上　玄光様、本間　千晶様、大久保　二郎様、
藤島　明男様、鈴木　和弥様、木村　良彦様、蠣崎　三憲様

北東白石地区社会福祉協議会様、札幌市あけぼの荘様、
静心寮様、白石福祉園様　

団体会員 4団体
（納入日順）

個人会員 30名
（納入日順）

令和２年１１月～令和３年１月にご協力いただいた方をご紹介します。

■世界平和統一家庭連合　札幌南家庭教会　様
　・900 枚のマスクをご寄付いただきました。

　いただいたご寄付は白石区内の子ども食堂や「ふれあい・
いきいきサロン」、その他の地域福祉活動に活用させていただ
きます。

令和２年１１月～令和３年１月にいただいた寄付物品のご紹介

世界平和統一家庭連合
札幌南家庭教会  様

食材等の寄贈、
ご寄付も随時募集
しております！

お弁当詰込み 反省会

受け渡し

賛助会員
の募集


