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　放課後等デイサービス「ちゃちゃべりー」さんから社会貢献活動として、ペットボトルキャップが寄
贈されました。いつも重たいキャップを元気いっぱいに届けてくれます。ペットボトルキャップは、障が
い者の自立支援活動のため、全国障がい者援護協会北海道支部にお渡ししています。



郊外への研修会
鉄東地区福祉のまち推進センター 事務局　灰野　直子

　平成 29年 9月 1日（金）福まち協力員 30名は、
福祉バスを利用した研修会を行いました。
　最初に知的障がい者が、地域で自立していくた
めの福祉工場として開設された、社会福祉法人北
海道光生会美唄福祉工場を訪問し、工場及びショー
ルームを見学しました。
　この工場では、家庭用・ホテル用・施設用のベッ
ト、JRや私鉄の車両用座席、各種スプリングなど
を製作していて、健常者、障がい者ともに、細か
い丁寧な作業風景に一同感激や驚きの連続でした。
　その後、炭鉱の閉山で廃校となった小学校の校
舎及び周辺の森林を再生した、広大な野外彫刻公
園アルテピアッツァ美唄に向かいました。この公園には、美唄出身で世界的彫刻家、安田侃氏の作品が、
野外や校舎内に 40点以上が展示されていて、大自然とアートを楽しむことができました。
　最後に道の駅三笠に移動し、各自、買い物を楽しみ、札幌を離れた研修に、見守り活動への活力を充
填すると共に、皆さん心を洗われた一日でした。

「65歳以上世帯名簿取扱い研修」から始まる「見守り活動」
北光地区福祉のまち推進センター　事務局長　掛端　眞知子

　北光地区の見守り活動は、5月の第 1火曜日に開催さ
れる「65 歳以上世帯名簿取扱いとマップづくりについ
て」の研修から始まります。
　この研修会には、毎年各分区・町内会の福祉推進部会
の新規の方々等に受講いただいています。
　今年も東区社協の中村次長に、講師をお願いし研修
を行いました。その後、この研修を受けた方々が 6 月
上旬の「65 歳以上世帯名簿検討会」で、今年の見守り
対象世帯選び出し、7 月〜 8 月中旬にかけて訪問活動
を行います。その訪問活動で、9月に作成する「福まち・
災害マップ」に記載することの承諾や、10 月に開催す
る「健康講座とふれあい昼食会」への参加の呼びかけ
も行います。
　また12月には、訪問させていただいた世帯へ、サロ
ン活動の参加者で「絵手紙風な、ふれあい年賀状」を作
成し送っています。これらは、日常的な点灯確認・郵便
受け・姿確認・声掛け等の安否確認と併せて実施されて
いきます。
　北光地区の見守り活動は、地域の沢山の方々に支えら
れて実施していきたいと思っています。

東区福まち かわら版
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見守り活動パワーアップ事業について
北栄地区福祉のまち推進センター 事務局長　位田　美沙子

　北栄地区社会福祉協議会が、今一番力を入れて取り組ん
でいる事業は「見守り活動」です。
　平成９年に地域の福祉活動を推進するために「北栄地区
福祉のまち推進センター」を設立しました。
　活動の方針は、65歳以上の一人暮らしの方を対象に「夜
間点灯されているか」「郵便物がたまっていないか」といっ
た「安否確認」、電話や訪問による「声かけ」、そして「除雪」
についてです。身近な場所で都合の良い時間に、お手伝い
できる方を福祉協力員として登録してもらい、見守り等の
ボランティア活動の協力を各町内会長に呼びかけました。
　その後、平成 23年から 25年まで 3年間かけて、単位町内会毎の組織づくりに取り組んできました。
福祉協力員には講習会、研修会を幾度も開催して、活動のノウハウをしっかりと身につけてもらいまし
た。併せて、単位町内会毎の「福祉マップの作成」を推進しました。
　新たに、見守り活動の対象者を近隣に身内のいない「70歳以上一人暮らし世帯」「70歳以上の夫婦世帯」
「障がい者」（65歳からの特例もあり）と設定しました。また、研修を受けた福祉協力員は、見守り活
動の際には、統一した腕章と写真付きの身分証明書を携帯することとしました。
　単位町内会毎に、一年間の見守り活動報告書を作成し提出してもらっています。事務局では、その報
告書内容を見て次年度の方針について話し合いをしています。
　平成 29年から見守り活動の充実を目指し、「パワーアップ事業」（見守り活動の活性化・ワークショッ
プとして年２回開催）の取り組みを始めました。
　第１回目は午前、午後に分けて開催し、活発な意見交換が行われました。それぞれの単位町内会の「活
動内容」、福祉協力員個人が抱えている「悩み」などの話し合いがなされました。

三世代交流の集い
栄西地区福祉のまち推進センター 運営委員長　向山　俊男

　平成 29年 9月 3日（日）、栄 42条公園、栄 42条会館で三世
代交流の集いが開催されました。数日前から台風が接近してお
り、当日は大雨になるのではないか、と関係者一同心配してい
ましたが、ふたを開けてみると当日、台風は北海道から離れた
進路をとり、若干風は強かったものの、お祭り日和となりました。
　スタートはステージ上の栄中学校太鼓部の演舞です。晴れた空
に、太鼓の威勢の良い音が広がっていく様子は、とても迫力があり、
来場者はじっと見入っていました。ステージではその他、児童会
館の子どもたちの発表などもあって、とても盛り上がりました。
　各コーナーに目をやると、子どもたちを中心に、お菓子のつ
かみどり、けん玉・お手玉、クラフト作り、手作りおもちゃ展示、ゲーム、紙トンボ、ヨーヨ釣り、ポッ
プコーンなど、たくさんのコーナーに夢中になりました。また、「昔食べ物」として振る舞われたおしるこ、
すいとんも大好評でそれぞれ行列ができていました。
　全体で 700 人ほどの来場者が世代を超えて、イベントを満喫しました。
　三世代交流の集いは、おしるこやすいとんも含めて、各コーナーが基本的に無料となっていますので、
今年参加できなかった方々も、来年は是非お気軽にご参加ください。
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栄東地区高齢者健康講演会を開催
栄東地区福祉のまち推進センター 事務局長　米田　憲昭

　平成 29年 10月 18 日（水）14時〜 16時　日の丸会館において「健康寿命を延ばすために大切にし
たいこと」をテーマに、東区第３地域包括支援センターの保健師�小笠原�祥子さんを講師にお招きして「高
齢者健康講演会」を開催いたしました。
　講演会には、各町内会長や福祉部長、福祉協力員、民生委員など 70名に参加いただきました。
　今回は、日頃から高齢者の介護予防や福祉、認知症の相談等に取り組んでいる経験から「要支援や要
介護にならないで元気で長生きするためにはどうしたら良いか」について、高血圧や糖尿病といった生
活習慣病対策を中心にわかりやすく解説され、「とくとく検診」（特定検診）などの検診結果も活用しな
がら自分の身体の健康状態を把握することが大切ですとのお話しがありました。
　講演会終了後には東区の保健師さんにもご協力いただき「特別健康相談コーナー」を設けて地域の高
齢者の健康づくりのアドバイスを行いました。

ふれあいおもちつき
元町地区福祉のまち推進センター  事務局長　加藤　雅康

　恒例となった「異世代交流おもちつき」は 12 月 16 日（土）の児童会館をはじめ元町地区の会館 4
か所で開催しました。
　参加人数は年々増え、総勢 1000 人 ! もち米は全部で 100kg! 福まちと元町まちづくり連合会共催の
人気イベントです。絶妙なあいどり、上手に包み込まれるあんこ…もちつきの経験が少ない若い親子に、
おじいちゃん・おばあちゃん世代が教えます。おもちは、醤油・ごま・きな粉の 3種類と自分でつくっ
たあんこもち。つきたてのおもちは温かく、柔らかく、格別です。みんな、にこにこ顔で列に並びました。
　つきあがるのが待つ間、笛太鼓の音と合わせ獅子舞が登場し、迫力のある舞を披露してくれました。
泣き出す子もいましたが、獅子は参加者全員の頭を噛んで、健康を祈願してくれました。
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「介護保険のお話」
伏古本町地区福祉のまち推進センター（福祉プラザ葱ぼうず）　事務局長　佐々木　和枝

　平成 29年 3月 29 日（水）、苗穂本町地区センターにおいて、東区第２包括支援センター村山文彦セ
ンター長を講師にお招きして、研修会を行いました。
　介護保険や地域包括ケアシステムについて、わかりやすくお話ししてくださいました。高齢化が進ん
でいる現在、介護保険を使わないで済むのが理想ですが、遅かれ早かれそういう時がやってきます。前
もってこういう知識を頭に入れておくと、気持ちの上でもスムーズに受け入れられるのではないかと思
いました。

丘珠地区合同研修会を開催しました
丘珠地区福祉のまち推進センター 運営委員　委員長　駒込　昌弘

　平成 30年 1月 19 日（金）に、丘珠連合町内会、丘珠地区社会福祉協議会、丘珠地区福祉のまち推
進センターの三団体による合同研修会を開催しました。
　研修会は、東苗穂病院副院長の吉田祐一先生を講師として「総合診療とは〜かかりつけ医をもとう〜」
というテーマで行われ、各単位町内会長、民生委員児童委員、福祉推進員、各団体の方など約 60名が
参加されました。
　丘珠地区は東区のなかでも高齢化率が一番高い地区で、医療機関との関係が深い地区です。今回の研
修会は、地域医療の再構築が進んでいるなか、私たちにとって、これからの医療との関わりについて理
解を深められた良い機会となりました。
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「支えあい、ふれあい」を目指す札苗地区
札苗地区福祉のまち推進センター 事務局長　林　健一

　札苗地区福祉のまち推進センターは三地区（札苗地区・中沼地区・東雁来地区）で子育てサロンは３
地区の４箇所の２３回実施、福祉交流会の「茶話会・食事会」は共に各３地区３回実施しています。
　写真は、食事会で「健康講座」と題して東区第２包括支援センター、札苗地区介護予防センター等職
員の皆さんによる健康の大切さを表現している寸劇です。
　ますます「足と頭脳で」地域のために「開かれた
福まち・支えられる福まち」となれるように努力を
重ねていきたいと考えていてます。

第 20回健康講座とふれあいお食事会
苗穂地区福祉のまち推進センター 苗穂福祉ふれあいテン　運営委員長　吉　美智子

　70歳以上の方を対象に毎年開催しており、9月 13日（水）、128 名の方々に参加いただきました。
　午前中はクラーク病院の整形外科医、佐々木勲氏による「中高年齢者に多い肩・肘・手の病気」につ
いて講義していただきました。
　様々な症状についてお話いただく中に「先生好きなものコーナー」とユーモアを交えての説明に笑い
ながら楽しく、先生のモットーである「高度な医療を優しく提供」のまま教えていただきました。
　昼食は毎回好評のお弁当の他に、食改善の方々による手作りの汁物・デザートで楽しく会話をしなが
ら交流を深めていただきました。
　午後からは、東区役所保健福祉課、東区第 1地域包括支援センター、介護予防センターなえぼの皆様
による「いきいき生活虎の巻」と題して握力アップ体操・脳トレ体操に皆で楽しく挑戦しました。
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　光星高校の生徒の皆さんが、2/20（火）、2/22（木）、
2/24（土）の 3日間、毎年恒例の「除雪ボランティア活動」
が行われました。
　今年は、高校 1年生 64名、高校 2年生 57名、サッカー
部の部員 41名が除雪ボランティアに参加し、学校周辺の
歩道除雪のほか、地域に点在する「消火栓」も除雪するな
ど大規模な形となりました。生徒さんは、学校周辺の地域
の除雪とあって熱心に活動されていました。　　
　地域の高齢者のお宅の除雪も実施し、各お宅の方々から
は「生徒さんに除雪に来てもらい助かります」と感謝の声
が寄せられています。

　平成 29年度赤い羽根共同募金運動が、10月 1日より 12
月 31日までの３か月にわたり実施されました。
　運動を周知するために、東区各地区におきましてご奉仕者
の協力を得て、10 月１日から７日間、街頭募金が実施され
ました。
　東区では、戸別募金� 8,878,297 円
　　　　　　法人募金� 699,052 円
　　　　　　街頭募金� 650,147 円
　　　　　　合計� 10,227,496 円
　　　　　　　募金が寄せられました。
　経済状況の厳しいなか、募金にご協力くださいました区民・
企業・団体の皆様に厚くお礼申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　
　地域で募金活動にご尽力いただきました、町内会及び各種
団体の皆様へ、重ねてお礼申し上げます。
　集まった募金は、施設や高齢者（老人クラブ等）、障がい
者支援、また、地域の支え合い、見守り活動の財源として使
われています。
　これからもご協力お願いいたします。

平成29年度　東区限定
共同募金「タッピーバッチ」
残りわずかとなりました !!
お早めに東区社協事務局へ
募金 500 円で「タッピー
バッチ」1個プレゼント

光星高校の生徒さんが除雪ボランティアに参加

赤い羽根共同募金運動への協力ありがとうございました

歩道に堆積した雪もあっという間にきれいになりました 窓の下に堆積した雪を取り除く生徒さん

「除雪に伺いました」と挨拶される生徒の皆さん
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●2月   2日 福祉プラザ葱ぼうず
 みんなで楽しいクリスマス実行委員会　様 20，000円

●2月13日 札幌市東区母子寡婦福祉連合会　様 10，000円

あたたかいご寄付ありがとうございました
＜平成30年1月～ 3月のご寄付のお礼＞
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　「ボランティア活動保険」は、活動時の事故やケガなどを補償する保険です。
　現在加入いただいている平成29年度分の保険は、平成30年3月31日で補償期間が
終了いたしますので、4月1日以降も保険に加入される方は、新年度分の加入手続きをお
願いいたします。新年度の分の加入手続受付は、平成３０年3月９日（金）より開始しております。
　どうぞよろしくお願いいたします。
※�団体に所属されている方は、所属団体が一括して更新手続きをされる場合もありますので更新方法をお
確かめの上、手続きをお願いいたします。

※�「介護サポーター」として登録をされている方は、札幌市社会福祉協議会ボランティア活動センターが手
続きを行います。

　平成29年度、東区内の地域の皆様や企業から寄せられた賛助会費は3，822，000円
でございました。
　ご賛同頂きました皆様へ、厚く御礼申し上げます。

　賛助会費は、加入実績に基づ
いて各地区社会福祉協議会へ
還元され、皆様の地域福祉活動
にお役立ていただいております。
（加入実績額が２０万円までは７
割を、２０万円を超えた額は９割
を地区へ還元する仕組みとなっ
ております。）
　地区へ還元した残金は、本会
において東区全体の福祉活動事
業費（ボランティア講座やサロン
研修会など）として活用しており
ます。
　平成30年度もご協力をどうぞ
よろしくお願いいたします。

地　　区 加入実績
配分金額

地区社協配分 区社協配分
鉄　　東 271，000 204，000 67，000

北　　光 355，000 280，000 75，000

北　　栄 312，000 241，000 71，000

栄　　西 541，000 447，000 94，000

栄　　東 320，000 248，000 72，000

元　　町 130，000 91，000 39，000

伏古本町 458，000 373，000 85，000

丘　　珠 59，000 42，000 17，000

札　　苗 237，000 174，000 63，000

苗　　穂 1，098，000 949，000 149，000

事 務 局 41，000 0 41，000

合　　計 3，822，000 3，049，000 773，000

ボランティア活動保険のご案内

賛助会費にご協力ありがとうございました


