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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８－１
　　　　　　　　　　　　　　　白石区複合庁舎１階
ＴＥＬ：０１１－８６１－３７００／ＦＡＸ：０１１－８６６－８９９９
メー ル：shiroishi_ku@sapporo-shakyo.or.jp
アドレス：https://www.sapporo-shakyo.or.jp/about/shiroishi-shakyo/

▼交通機関のご案内　地下鉄東西線「白石駅」下車　６番出口直結
　　　　　　　　　　  中央バス「地下鉄白石駅」下車・徒歩１分
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2 3社会福祉協議会の概要 白石区社会福祉協議会の会員制度・寄附制度

～お互いに支え合う、やさしい街づくり～1 社会福祉協議会の概要

社会福祉協議会（社協）とは
　社会福祉法第１０９条に定められた民間社会福祉団体です。地域福祉の向上を目的とし
て、地域住民やボランティア、公私の社会福祉関係者・団体の参加・協力を得ながら住民主
体の理念で活動しています。
　住民が抱える様々な福祉の問題を、地域全体の問題としてとらえ、みんなで考え、話し合
い、協力して解決を図る「福祉のまちづくり」をすすめるのが社協の役割です。

会　員　制　度
　社会福祉協議会は地域を構成する住民・諸団体を主な会員として成立する組織です。
本会には、正会員と賛助会員の制度があります。
【正 会 員】
　地域の様々な福祉関係者及び団体に加入いただいています。
【賛助会員】
　社協活動にご賛同いただける個人・会社・事業所など、どなたでも賛助会費を納めること
によって加入いただけます。

寄　附　制　度
　地域福祉を進めるため、皆様からのあたたかい
寄附金や物品のご寄附をお待ちしております。

広報誌への広告掲載
　年３回発行の広報誌「しろいし区社協だより」
に広告を掲載しませんか？
　町内回覧をはじめ、区内公共機関や福祉関係施
設等にも設置、配布を行っています。

みなさまからお預かりした会費・寄附金は、
「ふれあい・いきいきサロン」の支援や地域
福祉活動に活用いたします。

「福祉のまちづくりを応援したい…」あなたの思いをカタチにする方法があります2 白石区社会福祉協議会の会員制度・寄附制度

社協への参加の方法は

1　組織運営への参加（理事、評議員など）
2　主体的活動の企画・実践への参加
　　（福祉のまち推進活動、ふれあい・いきいきサロン活動、ボランティア活動など）

3　財源確保協力での参加（賛助会員加入、愛情銀行への寄附など）

白石区社会福祉協議会について

組　織　図

　だれもが笑顔で安心して暮らすことのできるまちづくりを進めることが私たちの使命です。
　近年、少子高齢化に伴い、孤立死・消費者被害・児童虐待など地域における福祉課題は多
様化しています。白石区社協では、区域を対象に小地域福祉活動の推進、ボランティア活動、
福祉教育、高齢者や障がい者の権利擁護、低所得世帯に対する貸付などを通じて、福祉のまち
づくりに取り組んでいます。

設　立　平成２年９月　札幌市白石区社会福祉協議会設立
　　　　平成７年９月　社会福祉法人の設立認可 個人（1口）  1,000円

団体・法人（1口） 10,000円

議
決
機
関

評議員
30名
以内

●地域の福祉関係者
●地域の代表者
●社会福祉事業を経営する団体の経営者や
　ボランティア活動を行う人　　　　他

執
行
機
関

理事
15名
以内

●地域の福祉関係者
●地域の代表者
●社会福祉事業を経営する団体の役職員
　　　　　　　　　　　　　　　　　他

監事
2名

●財務諸表を監査できる者
●地域の代表者
●社会福祉事業の学職経験者
　又は地域の福祉関係者　　　　　　他

評議員
選任・解任
委員会

総合企画
委員会

会　長 副会長
２名

常　務
理　事

事務局

広　告　形　態
大広告（縦5.5㎝×横17.5㎝） １０，０００円

５，０００円小広告（縦5.5㎝×横8.5㎝）

広告料（１回につき）
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4 5福祉のまち推進事業 福祉のまち推進事業

～身近な地域の支え合い～3 福祉のまち推進事業

福祉のまち推進事業の目的と基本目標
　だれもが住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、みんなができることを少しずつ
出し合って、高齢者や障がいのある方、子育て中の家庭など地域で見守りが必要と思われる
方々を支えていくネットワークづくりを目指し、次の 2点を基本目標に掲げています。

福祉推進委員会
　町内会（自治会）単位に、町内会役員、女性部・福祉部員、民生委員、老人クラブ会員などに
より福祉推進委員会を組織し、より身近な地域での「見守り・安否確認」、簡易な助け合い活
動を継続的に展開しています。

区福祉のまち推進センター
　区社会福祉協議会は、この事業を進める上で、次のような役割を果たしています。

地区福祉のまち推進センター
　私たちの身近な地域には、連合町内会圏域を単位とした自主組織として「地区社会福祉協
議会（地区社協）」が組織されています。白石区内には８つの地区社協があり、それぞれ「福祉
のまちづくり」を実現するために、自主的な福祉活動を行う事業実施部門として「地区福祉の
まち推進センター（地区福まち）」を設置し、各地区で活動を行っています。
　また、区社会福祉協議会では、地区福祉のまち推進センターの活動を全面的に支援し、白石
区内のボランティア活動の振興を図っています。

●地区福祉のまち推進センター主な活動内容
○日常生活支援活動（福まちの基本活動）
　・訪問や電話による声かけ、点灯や消灯、カーテンの開け閉め、郵便物がたまっていな
　　いかの確認などによる安否確認
　・話し相手、家事援助（ゴミ出し、買い物など）、外出介助（通院や散歩などの外出時の
　　同行）、除雪など
○広報・啓発活動　・広報誌の発行、ポスター・チラシの作成　など
○調査・点検活動　・見守り訪問活動の対象世帯の把握、活動記録の作成、福祉マップ
　　　　　　　　　　の作成、各種ニーズ調査
○学習・研修活動　・ボランティア講座、福祉推進員研修会、福祉講演会　など
○ふれあい交流活動・ふれあい・いきいきサロン、敬老会、食事会、異世代交流　など
○その他（活動拠点での相談活動等）
　・地域住民や町内会役員などの関係者から、困り事の相談を受けながら、内容に応じ
　　て地域での支え合い活動や専門機関の支援につなぎます。

基　本　目　標

1　地域住民の日常的な支え合い活動の推進
　見守り・安否確認など、日常生活の延長上でできる範囲の
ことについて、互いに温かい心配りをし合う、小地域（単位町
内会などの小さな地域）での支え合い活動を推進します。
2　ボランティアによる福祉サービスの推進
　日常的な支え合い活動では解決できないニーズに対して、公
的サービスと連携を取りつつ、市民ボランティアによる福祉
サービス活動を推進します。

●地区福祉のまち推進センター・福祉推進委員会への支援活動
　○活動に有効な活動交換会、運営委員会、セミナーなどの開催
　○地域の情報集約と活動のための情報提供やアドバイス
　○活動内容の提案や実施方法についての助言・指導
　○福祉のまち推進センターの活動費の助成

区社会福祉協議会
支援
活動

支援
活動

区福祉のまち
推進センター

地区社会福祉協議会

地区社協の
事業実施部門として
の位置づけ

地区福祉のまち
推進センター

単位町内会域

住民福祉活動・
日常的な支え合い

支援を必要とする地域住民
（高齢者・障がい者・子育て世帯など）

福祉推進委員会等
（単位町内会域）

（福祉推進員・住民協力員等）

要援護世帯

区社会福祉協議会・行政・介護予防センター・
地域包括支援センター等の専門機関

住民協力員

福祉推進員

福祉のまち推進センター

民生委員
児童委員

ふれあい・いきいきサロン
老人クラブ

連　携

協　力

協　力

連　携

見守り
安否確認

福祉相談

子育て
支援

福祉除雪
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いきいきサロン

三世代
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6 7ボランティア活動 ふれあい・いきいきサロン

～たすけあいのこころをつなぐお手伝い～4 ボランティア活動

主　な　事　業
〇ボランティア活動の相談、登録、紹介
〇ボランティア情報誌「白石区ボランティアかわら版」の発行等
　ボランティア活動に関する情報提供
〇ボランティアの基本的な知識・心構えを学ぶ講座の開催
〇ボランティア連絡会への支援
〇ボランティアに関する各種保険の取り扱い
〇ボランティア活動用機材（福祉機材）の貸出　など

　ボランティア活動を希望する個人または団体とボランティアの力を必要としている方の
相談に応じ、コーディネート（調整）を行います。また、研修や福祉機材の貸出を通じ、ボラン
ティアの育成や啓発活動にも力を入れています。

　「ふれあい・いきいきサロン」は、ひとり暮らしや家の中で閉じ込もりがちな高齢者や子育
て中の親子等などが、地域住民と一緒に自宅から歩いていける場所に集い、おしゃべり、レク
リエーション、趣味活動、体操などを「気軽に」「無理なく」「楽しく」活動し、和気あいあいとし
た時間を過ごす場所です。
　社協では、サロンの立ち上げや活動に対する相談に応じるほか、魅力あるサロン運営のた
めの研修会の開催などを通じて、地域のサロン活動を応援しています。また、運営する団体・
個人に対し、その運営費の一部を助成しています。

　サロン活動に取り組む団体に、活動１回あたり、１，０００円、年４８回（１か月に４回、
子育てサロンは年１２回）を上限に活動費の助成を行っています。サロンの立ち上げから
活動が軌道に乗るまでの支援として、助成期間は５年までとなっています。
　〇参加人数：地域ボランティアを除き 5名（組）以上
　〇開催回数：年１０回以上（概ね月１回以上）
　〇その他の要件
　　・特定の趣味活動に限定されないこと（特定の趣味活動の実施時間は概ね３分の１以下とする）
　　・広く市民に開かれた活動であること（チラシを町内回覧する等、広く参加者を募集する）
　　・概ね定期的に集まった場所で開催されること（定期的な開催日時・場所を決める）

～気軽に集える仲間づくりの場～5 ふれあい・いきいきサロン

『ふれあい・いきいきサロン』の助成制度の紹介

ボランティア活動の種類
○在宅の高齢者、障がい者、子育て家庭に対する活動
　・話し相手、ゴミ出し、外出時の付き添い、家事援助、子育て家庭の支援など
○福祉施設等での活動
　・区内の高齢者・障がい者福祉施設、病院や保育園、児童会館などでのお手伝い
　・季節行事での芸能披露など

ボランティアに関する保険
　ボランティア活動保険は、ボランティア活動中の様々な事故によるケガや損害賠償責任を
保障します。活動場所と自宅との往復途上の事故も補償の対象となります。
　また、地域福祉活動やボランティア活動の様々な行事における主催者や参加者のケガ、主
催者の賠償責任を補償するボランティア活動等行事用保険もあります。

学校での福祉教育のお手伝い
　プログラムの提案や講師の派遣など、学校での福祉教育をともに考え応援しています。

福祉機材の貸出
　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学校での福祉教材として
ご活用ください。また、福祉機材の空き状況に応じて、一般の方にも貸出を行っています。

１５本

４０枚

１０台

所有数

８セット

１５セット

白杖

機材名

アイマスク

ビデオ・ＤＶＤ

車いす

機材名

高齢者疑似体験セット

片マヒ疑似体験セット １３本

所有数

①仲間づくり…ご近所さんと知り合える格好の場です
②閉じこもり防止・健康づくり…
　外出や人と会うことで生活のメリハリができ、脳の活性化につながります。
サロンでの健康に関するお話や簡単な体操などの企画によって身近な場
所で健康づくりができます。
③生きがいづくり・社会参加…
　サロンではみんなが主役、必要とされる喜びや生きがいが得られ、社会
参加の意欲を高めます。
④ご近所の見守り・安否確認…
　定期に顔を合わせることでお互いの安否を自然に確認できます。普段の
挨拶やお付き合いが増え、ご近所同士の支え合いにつながります。

サ
ロ
ン
の
効
果
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8 9生活支援体制整備事業 日常生活自立支援事業

～地域の支え合いの仕組みづくり～6 生活支援体制整備事業

生活支援コーディネーター・生活支援推進員の主な役割

　ひとり暮らし世帯や生活支援を必要とする高齢者が増加するなか、地域組織やボランティ
ア、老人クラブ、社会福祉法人、ＮＰＯ、民間企業など地域の多様な主体が連携を図り、高齢者の
生活支援や支え合いの仕組みづくりが求められています。
　白石区社協では、札幌市から「生活支援体制整備事業」を受託し、生活支援コーディネーター
1名（白石区社協の事務局次長が兼務）と、生活支援推進員３名（地域包括支援センターのエリ
アごとに１名）を配置し、住民主体による生活支援・介護予防サービスの充実が図られるよう
身近な地域での支え合いを推進し、支え上手・支えられ上手の地域づくりをすすめています。

　サロンなどの地域の居場所や生活支援に関
する有償サービスなど高齢者の生活にとって
必要なサービスや交流の場などを把握し、「見
える化」を行います。不足するサービスについ
ては、地域の皆さんや関係機関と共に新たに
開発します。

　認知症や知的・精神障がい等により、判断能力が低下した方の日常生活の心配ごと、困り
ごとの相談を受けながら、利用者との契約に基づいて、福祉サービスを利用する手続きのお
手伝いや、日常生活の金銭管理、大切な書類や通帳の預かりなどの援助を行います。

～あなたの安心をお手伝い～7 日常生活自立支援事業

地域資源の把握・資源開発

　住民への説明会、ボランティア講座や住民
ワークショップの開催などを通じ、「住民主体
による支えあいの大切さ」を伝えるとともに、
支え合いに参画する担い手を養成します。

担い手の育成・発掘
　地域住民や関係機関などが集まり、地域にお
ける生活課題や情報共有、連携強化の場「協議
体」を設置し、定期的に会議を開催し、地域の支
え合い活動の仕組みづくりにつなげます。

協議体の設置と運営

　生活支援のボランティア養成
講座の受講者で組織したボラン
ティアグループで、在宅の高齢
者を対象に、大型ゴミの搬出、電
球交換、外出の付き添い、家回り
の手入れなど一度の依頼で完結
する日常生活の困り事に対応し
ます。
※「ひだまり」へのボランティアの依頼 
　は白石区社協までご連絡ください。

生活支援ボランティアグループ
「しろいし生活応援ひだまり」の紹介

　地域の高齢者に困り事のアンケート調査や
聞き取り調査、関係機関の会議への出席など
により把握・分析をし、地域の皆さんや関係
機関と一困りごとを共有し、これからの地域
の支え合い活動について一緒に考えます。

生活支援ニーズの把握・共有

利用できる方（次のいずれにも該当する方）
・認知症高齢者、知的障がい・精神障がいのある方で、判断能力が不十分なため、日常生
　活を送るうえで支障がある方

・本人だけでは、生活するうえで必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判
　断、意思表示を適切に行うことが困難な方

・事業を利用する意思があり、事業の契約の内容について判断できる能力を有していると
　認められる方

利用までの流れ
この事業は、ご本人の利用意志に基づいた契約及び支援です。
　●本事業の担当職員の「専門員」が訪問して、「契約締結判定ガイドライン」に基づく   
　　面談のうえ、ご本人の契約能力の有無を確認し、サービスの内容を話し合い、「権利
　　擁護審査会」の承認を得て支援計画を立てて契約を結びます。
　●契約後は、登録されている「生活支援員」が支援計画に基づいてサービスを提供します。

利　用　料　金
①サービス1回（1時間程度）の利用
　・1,200円と生活支援員の交通費（生活保護を受けている方は無料）
②財産保全サービスの利用
　・年間3,000円（貸金庫の料金として）

サービスの内容
①日常的な生活支援サービス（基本サービス）
　・心配ごとや悩みごとの相談
　・福祉サービスの情報提供や利用のお手伝い　など
②金銭管理サービス（選択サービス）
　・公共料金や税金、医療費の支払いのお手伝い
　・年金や福祉手当の受領に必要な手続きや確認
　・預金を金融機関で払い戻すなど、日常生活に必要な金銭の管理
③財産保全サービス（選択サービス）
　・年金証書、定期預金通帳など、普段使わない書類等を銀行の
　　貸金庫で保管します。

？

専門職の支援

生活支援コーディネーター医師医師

コミュニティカフェ

サロン
老人クラブ

ちょっとした
困りごとの
ボランティア

移動支援
ボランティア

リハビリ専門職リハビリ専門職
ヘルパーヘルパー

デイサービスデイサービス

自治会・ボランティア団体
等による活動

友人・隣人とお互いさまの
支え合い・助け合い

防犯・
見守り活動

包括支援センター
ケアマネージャー
包括支援センター
ケアマネージャー

一緒に
趣味・体操・買物等

♪

♪
♬

♬♬
♪

ゴミ出し手伝い

生活支援体制
整備事業のイメージ図

生活支援体制
整備事業のイメージ図
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による支えあいの大切さ」を伝えるとともに、
支え合いに参画する担い手を養成します。

担い手の育成・発掘
　地域住民や関係機関などが集まり、地域にお
ける生活課題や情報共有、連携強化の場「協議
体」を設置し、定期的に会議を開催し、地域の支
え合い活動の仕組みづくりにつなげます。

協議体の設置と運営

　生活支援のボランティア養成
講座の受講者で組織したボラン
ティアグループで、在宅の高齢
者を対象に、大型ゴミの搬出、電
球交換、外出の付き添い、家回り
の手入れなど一度の依頼で完結
する日常生活の困り事に対応し
ます。
※「ひだまり」へのボランティアの依頼 
　は白石区社協までご連絡ください。

生活支援ボランティアグループ
「しろいし生活応援ひだまり」の紹介

　地域の高齢者に困り事のアンケート調査や
聞き取り調査、関係機関の会議への出席など
により把握・分析をし、地域の皆さんや関係
機関と一困りごとを共有し、これからの地域
の支え合い活動について一緒に考えます。

生活支援ニーズの把握・共有

利用できる方（次のいずれにも該当する方）
・認知症高齢者、知的障がい・精神障がいのある方で、判断能力が不十分なため、日常生
　活を送るうえで支障がある方

・本人だけでは、生活するうえで必要なサービスを利用するための情報の入手、理解、判
　断、意思表示を適切に行うことが困難な方

・事業を利用する意思があり、事業の契約の内容について判断できる能力を有していると
　認められる方

利用までの流れ
この事業は、ご本人の利用意志に基づいた契約及び支援です。
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サービスの内容
①日常的な生活支援サービス（基本サービス）
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？

専門職の支援

生活支援コーディネーター医師医師

コミュニティカフェ

サロン
老人クラブ

ちょっとした
困りごとの
ボランティア

移動支援
ボランティア

リハビリ専門職リハビリ専門職
ヘルパーヘルパー

デイサービスデイサービス

自治会・ボランティア団体
等による活動

友人・隣人とお互いさまの
支え合い・助け合い

防犯・
見守り活動

包括支援センター
ケアマネージャー
包括支援センター
ケアマネージャー

一緒に
趣味・体操・買物等

♪

♪
♬

♬♬
♪

ゴミ出し手伝い

生活支援体制
整備事業のイメージ図

生活支援体制
整備事業のイメージ図
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その他に「白石区社協」は
このような事業も行っています
福祉除雪事業

各種資金貸付事業
・生活福祉資金（北海道社会福祉協議会が債権者）
　　　低所得者世帯、障がい者世帯等の経済的自立と生活意欲を助長促進し、安定した
　　生活を営むために、教育資金などの貸付を行います。
・応急援護資金（札幌市社会福祉協議会が債権者）
　　　低所得者世帯が一時的かつ臨時的な出費を必要とする場合で、公的援助等が受
　　けられないときに、１０万円を上限に応急的経費として貸付を行います

※上記資金は、使途目的によって貸付内容や貸付条件が異なります。貸付金の申請に
　あたっては、返済能力の有無、連帯保証人の設定等要件がありますので、詳細につい
　てはお問い合わせください。

　70歳以上の高齢者や障がい者世帯等が居住する一戸建て世帯において、道路除雪が行わ
れた日の12時までに、通院や買い物等外出の支障となる間口と玄関先までの通路部分を除
雪すると同時に、声かけ・安否確認をすることで冬期間を安心して暮らしていただくこと
を目的に事業を実施しています。

各種団体・関係機関との連携

　・白石区老人クラブ連合会への事業費助成　　　　　
　・白石区ふるさと会「ふるさとまつり委員会」への事業費助成
　・社会を明るくする運動白石区推進委員会への事業費助成
　・白石区地域包括支援センター・介護予防センター連絡会議への参加　
　・白石区地域ケア推進会議への参加
　・白石区各地区地域ケア会議への参加　
　・札幌市自立支援協議会白石区地域部会への参加

広報ＰＲ事業

●白石区社協だよりの発行　年３回
　 本会の活動や様々な福祉情報を提供しています。
　 区内全戸回覧のほか、本会ホームページからもご覧頂けます。

●ホームページへの情報掲載
　 札幌市や市内各区の社協の事業説明などを
　 ＷＥＢ上でいつでもご覧いただけます。
　 https://www.sapporo-shakyo.or.jp/

赤い羽根共同募金 ～じぶんの町を良くするしくみ～
　白石区社協では、白石区共同募金委員会の事務局として、毎
年１０月１日から全国一斉に取り組まれている赤い羽根共同募
金、歳末たすけあい募金、災害援助のための義援金活動等に協
力しています。皆様から寄せられた善意の募金は、高齢者・障
がい者・子どもたちなどへの地域福祉活動を支援するために役
立てられています。また、災害発生時には「災害ボランティア
センター」の開設・運営にも役立てられます。

各種団体事務局の運営・支援

　・白石区民生委員･児童委員協議会事務局の運営
　・白石区共同募金委員会事務局の運営
　・白石区ボランティア連絡会の事業協力・支援

　福祉除雪は、地域のご近所のボランティアや町内会や企業や団体の構成員の方々が地域
協力員としてご協力いただいております。１シーズンを通じてご協力いただいた方には、
活動終了後１世帯につき、21,000円の協力員活動費をお支払いします。地域協力員は通
年で募集しておりますので、詳細については、白石区社協までお問い合わせください。

申込期間　９月上旬～１０月上旬
実施期間　１２月１日～３月２５日
負 担 金　一冬あたり　市民税課税世帯：１万円
　　　　　　　　　　　市民税非課税世帯：５千円
　　　　　　　　　　　生活保護世帯：無料

社会福祉法人札幌市社会福祉協議会が白石区で提供している介護保険等
関連施設やサービス事業所の所在地・連絡先一覧です。お気軽にご相談下さい。

厚別区大谷地東２丁目4-1
札幌市交通局本局庁舎６階

※白石・厚別・清田の３区を
担当している事業所です。

011-896-9610

電話番号

011-801-3623

011-851-1551

011-896-9607

ＦＡＸ番号

011-801-3513

011-851-1598

白石・厚別・清田ヘルパーセンター
（訪問介護事業所）

事業所名

白石・厚別・清田調査センター
（要介護認定調査センター）

011-801-3294白石・厚別・清田相談センター
（居宅介護支援事業所）

白石老人福祉センター 白石区栄通６丁目19-20

所在地

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  ht tp : //www. sapporo - shakyo .o r.jp

　どの子にも開かれた場であり、「食」を通じて笑顔に繋げ、子ども達の心の飢えを支えることを目標に掲げて、商店
街で毎月1回日曜日の昼食を主に提供しています。他の場所でも朝ごはんやお弁当支援も行い、現在は下校の見守り
移動こどもカフェを準備しています。代表の遠藤さん（子ども達からも「トロワ」の愛称で呼ばれています）は、ボラン
ティア活動として更に、こども食堂北海道ネットワークの代表も務め、こども食堂への情報提供や交流・学習の機会
の提供をするなど、けん引役としても活躍しています。

　食への興味と楽しく知識を得る為に、子ども達と一緒に調理をするのがここの特徴ですが、新型コロナウイルスの
感染防止のため今は「食べ物の話」の時間に力を注いでいます。食のクイズをオリジナルの図解入り資料で出したり、
新米の季節に稲作農家のご協力で脱穀精米体験などが体験出来るのもトロワの畑こども食堂の興味深さに繋がって
います。取材した10月18日も子どもの笑顔がはじけており、区社協職員二人も子ども達と共に楽しいひと時を過ごさ
せて頂きました。子ども達の笑顔は未来に向けた宝物です！

しろいし区
No.95
2020年12月発行

白石区本郷通商店街６丁目
「えこふりぃ」／他
毎月／第3日曜日　１１:00～13:30 頃

小・中学生～5円玉１枚、保護者（1名まで）～300円
（兄弟姉妹は、保護者同伴の場合未就学児でも可）
※お店の広さから、参加人数は12人位までを想定。

http://troiiis.com
問い合わせフォームより代表・遠藤（トロワ）さんまで
SNSでも情報を発信していますのでご確認ください。 @troiiis

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。

■アサヒビール株式会社　様 257,073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。

■ムトウ建設株式会社　様 20,000 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。

■公益社団法人札幌東法人会　様 100,000 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。

■河田  直巳　様 29,381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８月～令和２年10月にいただいた寄付金の紹介

アサヒビール株式会社 様

公益社団
法人札幌東法人会 様

賛助会員
の募集 　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。

澤口　優子様、菊地　光様、
阿部　尚人様、大久保　由喜様

北海道労働保健管理協会様、
中薗真由美オカリナアンサンブル様
菊の里地区民生委員児童委員協議会様

団体会員 3団体（納入日順）

個人会員 4名（納入日順）
令和２年 8月～令和２年１０月にご協力いただいた方をご紹介します。

広報誌に掲載する広告を募集しています

「白石区社協だより」は、白石区民に区内の地域福祉活動をお伝えしている広報誌です。
広告の掲載にご興味がある方は、ご連絡をください。

配 布 か 所 町内回覧、福祉関係施設、民生委員、行政関係機関、ボランティア活動者など

発 行 部 数 年3回　各8,100部

掲載サイズ 大広告（縦5.5㎝×横17.5cm）10,000円/回　※本誌では6、7ページに広告を掲載しております
 小広告（縦5.5㎝×横17.5cm） 5,000円/回　
掲 載 形 態 フルカラー　各号2枠程度
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〒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  ht tp : //www. sapporo - shakyo .o r.jp

　どの子にも開かれた場であり、「食」を通じて笑顔に繋げ、子ども達の心の飢えを支えることを目標に掲げて、商店
街で毎月1回日曜日の昼食を主に提供しています。他の場所でも朝ごはんやお弁当支援も行い、現在は下校の見守り
移動こどもカフェを準備しています。代表の遠藤さん（子ども達からも「トロワ」の愛称で呼ばれています）は、ボラン
ティア活動として更に、こども食堂北海道ネットワークの代表も務め、こども食堂への情報提供や交流・学習の機会
の提供をするなど、けん引役としても活躍しています。

　食への興味と楽しく知識を得る為に、子ども達と一緒に調理をするのがここの特徴ですが、新型コロナウイルスの
感染防止のため今は「食べ物の話」の時間に力を注いでいます。食のクイズをオリジナルの図解入り資料で出したり、
新米の季節に稲作農家のご協力で脱穀精米体験などが体験出来るのもトロワの畑こども食堂の興味深さに繋がって
います。取材した10月18日も子どもの笑顔がはじけており、区社協職員二人も子ども達と共に楽しいひと時を過ごさ
せて頂きました。子ども達の笑顔は未来に向けた宝物です！

しろいし区
No.95
2020年12月発行

白石区本郷通商店街６丁目
「えこふりぃ」／他
毎月／第3日曜日　１１:00～13:30 頃

小・中学生～5円玉１枚、保護者（1名まで）～300円
（兄弟姉妹は、保護者同伴の場合未就学児でも可）
※お店の広さから、参加人数は12人位までを想定。

http://troiiis.com
問い合わせフォームより代表・遠藤（トロワ）さんまで
SNSでも情報を発信していますのでご確認ください。 @troiiis

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。

■アサヒビール株式会社　様 257,073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。

■ムトウ建設株式会社　様 20,000 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。

■公益社団法人札幌東法人会　様 100,000 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。

■河田  直巳　様 29,381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８月～令和２年10月にいただいた寄付金の紹介

アサヒビール株式会社 様

公益社団
法人札幌東法人会 様

賛助会員
の募集 　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。

澤口　優子様、菊地　光様、
阿部　尚人様、大久保　由喜様

北海道労働保健管理協会様、
中薗真由美オカリナアンサンブル様
菊の里地区民生委員児童委員協議会様

団体会員 3団体（納入日順）

個人会員 4名（納入日順）
令和２年 8月～令和２年１０月にご協力いただいた方をご紹介します。

広報誌に掲載する広告を募集しています

「白石区社協だより」は、白石区民に区内の地域福祉活動をお伝えしている広報誌です。
広告の掲載にご興味がある方は、ご連絡をください。

配 布 か 所 町内回覧、福祉関係施設、民生委員、行政関係機関、ボランティア活動者など

発 行 部 数 年3回　各8,100部

掲載サイズ 大広告（縦5.5㎝×横17.5cm）10,000円/回　※本誌では6、7ページに広告を掲載しております
 小広告（縦5.5㎝×横17.5cm） 5,000円/回　
掲 載 形 態 フルカラー　各号2枠程度
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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８－１
　　　　　　　　　　　　　　　白石区複合庁舎１階
ＴＥＬ：０１１－８６１－３７００／ＦＡＸ：０１１－８６６－８９９９
メー ル：shiroishi_ku@sapporo-shakyo.or.jp
アドレス：https://www.sapporo-shakyo.or.jp/about/shiroishi-shakyo/

▼交通機関のご案内　地下鉄東西線「白石駅」下車　６番出口直結
　　　　　　　　　　  中央バス「地下鉄白石駅」下車・徒歩１分

地下鉄東西線  白石駅白石バス
ターミナル

駐車場出入口

6番出入口

白石区
複合庁舎

立体駐車場

民間商業施設
（白石ガーデンプレイス）

環
 状
 通

南 郷 通


