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出演した吹奏楽団の皆さんと来場者で行った「合同演奏・合唱」

第３４回ふれあい広場２０１９なよろ第３４回ふれあい広場２０１９なよろ

ここほっと月１イベント「子ども寄席」にて（2019.8．11）ここほっと月１イベント「子ども寄席」にて（2019.8．11）

　第３４回ふれあい広場２０１９なよろを
７月７日（日）に総合福祉センターを会場
に開催しました。
　毎年７月の第１日曜日に開催しているふ
れあい広場は、障がいや年齢、性別等に関
わらず、喜びや感動、悲しみを共有し共に
暮らしていくノーマライゼーションの普及
を目的として開催しています。
　昨年までは３年連続雨天のため規模を縮
小しての開催が続いていましたが、今年は
晴天での開催となり延べ２，６００名の来
場をいただき、子どもから高齢の方まで幅
広い交流が広がりました。
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２

　愛情銀行は、会葬礼状としてご利用いただいている「福祉はがき」をはじめ、チャリティ映画会の益金、金銭や物品寄
付を、福祉団体の福祉器具購入助成など市内の地域福祉・在宅福祉事業に有効に活用させていただいています。
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　赤い羽根共同募金は、様々な地域福祉の課題解決に取り組む民間

団体を支援する仕組みとして、また、市民の優しさや思いやりを届

ける運動として毎年全国一斉に取り組んでいます。

　名寄市で寄附をいただいた多くの募金は、名寄市をより暮らしや

すいまちにしていくための活動に活用されています。

　全ての市民がより暮らしやすいまちづくりを行っていけるよう、皆

さんのご協力をよろしくお願いいたします。

●高齢者や障がいのある方への福祉サービス
●町内会活動の支援
●学校での福祉教育やボランティア活動
●高齢者・障がい者団体への支援
●災害復興の支援　　　　　　などなど

　毎年ご好評いただいている、名寄市限定の赤い羽根共同募金「な
よろうピンバッチ」 が完成しました。
　名寄市共同募金委員会への５００円の募金毎
に、 ピンバッチをお一つお配りしています。
　ピンバッチは、 名寄市共同募金委員会事
務局がある、 名寄市総合福祉センター窓
口のほか、 「ここほっと」 ( 西條名寄店１階）

「名寄社協風連支所」 （名寄市役所風連庁
舎１階） でもお配りしています。
　数に限りがございますので、 お早め
にお求め下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名寄市共同募金委員会では「赤い羽根サポー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ター宣言」として、事業所などの皆さんから多

様な募金のご協力をいただいており、７月７日に開催したふれあい広場の出店から募金をいただきましたので

ご紹介させていただきます。ご協力ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　「赤い羽根サポーター宣言」に参加い

　　　　　　　　　　　　　　　　ただける事業所を募集しています。

　「イベント出店時の売り上げの一部」や、「特定の商品の売り上げの一

部」を募金として寄付いただくなど、事業所に合わせて様々な形で参加す

ることができます。

　社会貢献やＰＲにもつながる本取り組みに興味のある事業所は、名寄社

協までご連絡ください。

　参加いただいた場合は、社協だより（全戸配布）や名寄社協ホームペー

ジ、フェイスブックなどへ掲載させていただきます。
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こんな時に利用できます

・保育所や幼稚園の送迎を代わりに行って欲しい

・保育所や幼稚園の時間外に子どもを預かって欲しい

・急な用事ができたので子どもを預かって欲しい

 など、お子さんの一時的な預かりを中心とした活動

時　間 ・ 料　金

■月～金（７時～２１時）　

　一人につき１時間　５００円／以降３０分ごと ２５０円

■土、日、祝、上記時間外    

  一人につき１時間　６００円／以降３０分ごと ３００円

※その他の詳細はお問い合せ下さい。

　ファミリー・サポート・センターは、子どもの一

時的な預かりなど、子育てをする上でのチョットし

たサポートを、住民同士で支え合う活動です。

　会員には、サービスを利用する「利用会員」とサー

ビスを提供する「提供会員」の２種類あり、両方の

会員になることも可能です。

　子どもを安心してスクスク育て、また子ども達の

成長を地域で支えられるよう、皆さんの登録をよろ

しくお願いします。

◆会員登録・問い合せ先◆

利用可能時間　６時～２２時

　ファミリー・サポート・センターでは、毎年会員

向けの講習会を開催していますが、広く市民の皆さ

んにも子育てに関する知識や活動を知っていただき

たく、「市民子育て講座」として講習会を開催します。

　どなたでも参加いただけますので、お気軽にご参

加ください。

■日程 ・ 内容

■場　所　名寄市総合福祉センター

■参加費　無　料

■申込み

日　　時 内　容　・　講　師

9/ 2（月） 

 　9:00 ～ 11：00

ファミサポのしくみ・活動

講師：名寄市社会福祉協議会 ファミサポ担当

9/ 3（火）

   9:00 ～ 10：00

子どもの安全確保

講師：名寄警察署 交通課

9/ 3（火）

  10:15 ～ 11：15

名寄市の子育て施策

講師：名寄市こども未来課

9/ 5（木）

   9:00 ～ 11：00

保育の心得

講師：名寄市立大学社会保育学科 准教授 傳馬淳一郎 氏

9/ 6（金） 

   9:00 ～ 11：00

小児看護の基礎知識

講師：名寄市保健センター

9/ 9（月） 

   9:00 ～ 12：00

子どもの事故予防・応急措置

講師：名寄消防署

9/10（火） 

   9:00 ～ 11：00

身体の発達とその病気

講師：名寄市保健センター

9/11（水） 

   9:00 ～ 11：00

子どもの栄養と食生活

講師：名寄市立大学栄養学科 准教授 黒河あおい 氏

9/12（木）

   9:00 ～ 11：00

地域での支え合いについて

講師：名寄市社会福祉協議会 地域支援係

9/16（月）

   9:00 ～ 11：00

心の発達とその問題

講師：名寄市立大学社会保育学科 教授 糸田尚史 氏

9/17（火）

   9:00 ～ 11：00

障がいのある子への支援

講師：名寄市立大学社会保育学科 教授 糸田尚史 氏

（名寄市西１条南１２丁目）

　ファミサポ事務局「ここほっと」（8-7133）に、参加
を希望する講座の３日前までにご連絡ください。

ファミサポ提供会員に登録をされ
た方は、 こちらも受講可能！

日　　時

9/13（金） 

 9:30 ～ 11：30

【実習】子どもの生活のケアと援助

講師：名寄市こども未来課

9/18（水）

 9:30 ～ 11：30
【実習】子どもの遊び

講師：名寄市こども未来課

■場 所　名寄市南保育所

内　容　・　講　師

（名寄市西６条南９丁目）



［風連支所］
〒098-0507
名寄市風連町西町 196-1
　　          名寄市役所風連庁舎内
                TEL・FAX：01655-3-3777

ホームページ　http://www.nayoro-shakyo.jp
E-mail  info@nayoro-shakyo.jp 　お急ぎの場合や夜間・休日等は

「01654-3-9862」におかけ下さい。
　FAX は２４時間送信可能です。

職　　　種 ： ホームヘルパー ／ 雇用形態 ： パート
給　　　料 ： 時給 1,150円～
手　　　当 ： 資格手当　3,000円（介護福祉士）
　　　　　　 　  業務手当　100円／１時間
業務内容 ： 訪問介護
必要資格等 ： 初任者研修修了者（ホームヘルパー２級以上）

　　　 　　　   普通自動車免許

 勤務時間はご相談に応じます。
 お気軽にお電話ください。

大　会
形　式 　「交流大会」ですので、できるだけ多く試合が

できるように運営します。　

　試合回数などは参加チーム数によって変更し

ますので、大会当日にお知らせします。

　１位～３位のチームには記念品を贈呈します。

　「交流大会」ですので、できるだけ多く試合が

できるように運営します。　

　試合回数などは参加チーム数によって変更し

ますので、大会当日にお知らせします。

　１位～３位のチームには記念品を贈呈します。

主　催：名寄市社会福祉協議会／名寄市ボランティアセンター
共　催：名寄市／名寄市立大学／Nスポーツコミッション
後　援：名寄市教育委員会
協　力：名寄ライオンズクラブ
　　　　道北地区障がい者スポーツ指導者協議会
協　賛：一般社団法人WellbeDesign

申　込
方　法

３人１チームでお申し込みください。
　「お名前」「年齢」「障がいの有無」「チーム名」
「代表者連絡先」をメール、FAX、電話にて名寄
社協までご連絡ください。

■締め切り　９月１０日 （火）
先着６０チームで申
込みを終了します。

ボッ
①白・赤・青３種類のボールを使用します。
②赤チーム・青チームに分かれます。
③白ボールをコート内に転がします。
④白ボールにめがけ、両チームがルールに沿っ
て順番に投球します。
⑤赤・青どちらのチームが白ボールに近づい
ているか、近づいている個数分の点数が入り
ます。

①白・赤・青３種類のボールを使用します。
②赤チーム・青チームに分かれます。
③白ボールをコート内に転がします。
④白ボールにめがけ、両チームがルールに沿っ
て順番に投球します。
⑤赤・青どちらのチームが白ボールに近づい
ているか、近づいている個数分の点数が入り
ます。

大　会
ルールボッチャ

　　　　　パラリンピックの種目で、2016 年リオ・パ
　　　　ラリンピックでは日本代表が銀メダルを獲得
　　　　して注目を集めています。
　　　　　的になる白いボールに赤と青のボールをい
　　　　かに近づけるかを競うカーリングに似ている
競技で、障がいの有無や年齢などに関わらず、誰でも
楽しめ、とても奥が深く、人気の競技です。

■お弁当（昼食）の注文　　　　　　　　　　　　　　１食５４０円（税込）でお弁
当の注文を受け付けます。必要数を申込み時にお伝えいただ
き、代金は大会当日の受付時にお支払いください。


