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４ページ ・ ・ ・ ここほっと月１イベントのご案内／ 「三味線ライブ in なよろ」 入場整理券配布終了のお礼

ふれあい家族交流会「ミニバリアフリーおもちゃ博 in なよろ」にて（2020.2.2）ふれあい家族交流会「ミニバリアフリーおもちゃ博 in なよろ」にて（2020.2.2）

　遊びをとおして年齢や障がいに関わらない交流を深めることを

目的に開催している「ふれあい家族交流会　ミニバリアフリーおも

ちゃ博inなよろ」を、２月２日（日）に市民文化センターで開催しました。

　４回目の開催となった今回は、約1,500人の方々にご来場いただき、列車、プログラミング、工作などテーマ別に

設けられた１３のコーナーで楽しみました。

　また、高校生から大人まで約２００人のボランティアにもご協力いただいたほか、授業の一環で来られていた台湾

國立中山大学の皆さんにもご協力いただくなど、多様な交流が生まれました。

　台湾國立中山大学のみなさんに
よる「台湾遊びコーナー」では、国際
交流も楽しみました。

　「LaQハカセワークショップ」で
は、作品を作りながら親子でLaQ
の遊び方のコツを学びました。

　「親子でエクササイズ」では、自宅でも親子
で楽しみながらできる運動を紹介し、実際に
身体を動かしながら楽しみました。
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　昨年１０月１日から全国的な取り組みとして実施された共同募金運動（赤い羽

根共同募金・歳末たすけあい運動）には、名寄市においても市民の皆様からたく

さんの善意が寄せられました。

　また、寄付金付き「なよろうピンバッジ」は、４４３個のご協力をいただきま

した。

　　　　　　　　　　　　　皆様から寄せられた寄付金は名寄市内を中心とした

　　　　　　　　　　　　様々な福祉活動に役立てられています。

　　　　　　　　　　　　　たくさんのご協力に心より感謝申し上げます。

法人募金
１,１３７,５００円

その他の募金
５０，３８３円

個人募金
３，３９９円

学校募金
１０４,４５３円

職域募金
１９２,８１４円

２２１,５２５円

街頭募金

各戸募金
３,２９６,４３８円

●募金結果 ●使われ方

名寄市共同募金
委員会  事務費
４５０,０００円

名寄市内福祉事業

１,１８２,１５０円

北海道全域
での福祉事業

１,３２９,０００円
名寄市社会福祉協議会

が行う福祉事業
１,８２８,５０４円

その他の募金
１７５,１９２円

学校募金
２８,５６２円

職域募金
１７０,２７３円

イベント募金
５,７９２円

●募金結果 ●使われ方

１００,０００円

４９４,０００円

１,６０６,０００円

事　務　費

清　涼　飲　料　６７ケース

●義援品

募金総額：４,７８９,６５４円

募金総額：２,２０６,８６４円

要援護世帯義援金

町内会歳末地域
支 え 合 い 事 業

福祉施設義援金

５０,０００円

イベント募金
５８，５８４円

　今年度の募金総額に昨年度

からの繰越金338,805円のう

ち、43,166円を上乗せして助

成し、今年度助成後の残額

295,669円については、来年

度への繰越金となります。

名寄市共同募金委員会
〒096-0011 名寄市西1条南12丁目　名寄市総合福祉センター内
TEL：01654-3-9862  FAX：01654-3-9949

ピンバッジ募金
１３１，１２８円

法人募金
５０，０００円

（２８町内会）

（１０５世帯／１３９人）

（２施設）

（２２事業）

２,８８９,８６８ ２,８８９,８６８ 

戸別募金戸別募金

戸別募金

１,７７７,０４５円

戸別募金

１,７７７,０４５円
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[町内会]
１区、２区、第３区、４区、南５区、北５区、第６区、７区、８区、９区、１０区、１１区、東１２区、西１２区
第１３区、第１４区、１５区、１６区、１７区、第１８区、第１９区、２０区、２１区、寺町区、鉄道区、北新区
栄町区、西町１区、西町２区、西町３区、大町区、麻生、旭栄区、高見区、農高区、旭ヶ丘区、旭東区、旭東北区
北斗区、新北斗団地、大橋商工団地、大橋区、砺波、内淵、日進、豊栄区、弥生、曙、共和、徳田区、緑丘、中名寄
南が丘、瑞穂、ノースタウン区、マーガレットヴィラ、サンピラー区、智恵文、風連中央区、風連南区、新大町
風連北栄、風連西区、風連２区、下多寄、風連豊里、風連アカシヤ、東風連、風連旭、風連日進、西風連

[職　域]
名寄市役所、名寄市立総合病院福利厚生会、名寄市風連国民健康保険診療所、名寄市立大学、名寄消防署
陸上自衛隊名寄駐屯地、特別養護老人ホーム清峰園、特別養護老人ホームしらかばハイツ、名寄市社会福祉協議会

[学　校]　　　　　　　　　　　　　　　[イベント]　　　　　　　　　　　　　［法　人］
認定こども園名寄幼稚園　　　　　　　　ここほっと月１イベント募金　　　　 　株式会社大野組

[篤　志]
名寄市民謡協会、名寄市赤十字奉仕団、名寄市更生保護女性会、名寄叙勲者清風会
名寄キリンビール会、名寄市点訳赤十字奉仕団、グループ豊里

[義援品]
北海道コカ・コーラボトリング株式会社

（令和２年２月１４日現在／順不同／個人名、敬称省略）

　愛情銀行は、昭和４４年に市民の皆さんの愛情を善意として積み立て、社会福祉事業に活用すること
を目的に開始されました。現在は、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。

●助成の対象となる団体

　名寄社協では、集いや交流の場をとおして市民同士

の支え合い活動を行なっている団体へ、活動費の助成

事業を行っています。生きがいづくりや世代間交流な

ど、広く市民を対象とした活動に対して下記のとおり

助成をしていますので、事業に興味がある方や実施を

考えている方はお気軽に名寄社協までご連絡下さい。

・名寄市を活動の拠点としている団体
・市民が主体となって活動に取り組む団体
・継続的かつ計画的に１年に６回以上の活動を行う団体

●助成の対象となる活動
・目的に応じて広く市民が参加し交流できる活動
・地域の課題やニーズに沿った活動
・市民が集える場所、時間での活動

●助成の対象とならない団体
・営利又は特定の政党、政治団体に関する活動もしくは宗教
　活動を目的とする団体
・法人格を有する団体
・趣味活動を目的とする団体
・町内会、老人クラブ
・名寄社協又は名寄市共同募金委員会からの助成金を受け　 
　ている団体

●助成額
［設立助成］設立に必要な初期経費の１／２
　　　　　　上限　２０，０００円
［活動助成］普段の活動に必要な経費の１／２　
　　　　　　上限　３０，０００円（１年間）

※この他の詳細や申請方

法等については、名寄社

協（地域支援係）までお

問い合せ下さい。

１１２ ３３０，０００円

◇愛情銀行寄託［福祉はがき］ （令和元年１２月１日～令和２年１月３１日）

（令和元年１２月１日～令和２年１月３１日）

月 月寄 付 金 件数 寄 付 金 件数 件数寄 付 金 

◇愛情銀行寄託［一般寄付］

合 計

１１２

月 月寄 付 金 件数 寄 付 金 件数 件数寄 付 金 

合 計

１３ ２０５，０００円 １１ ５３５，０００円 ２４

３４２，５００円 ４ ４７，３２９円 ２ ３８９，８２９円 ６



［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

LINE の 「友達追加」 から、ＩＤ検索するか
ＱＲコードをスキャンして登録してください

　名寄社協公式LINEを開設しました。

　イベントなど様々な情報をお届けし

ますので、登録をお願いします。

　３月８日（日）に開催いたします、令和元年度第4回市民ボラ
ンティア講座／災害復興応援チャリティー「三味線ライブinなよろ」
は大変好評をいただき、用意させていただいた入場整理券の配布が
全て終了いたしました。
　ご希望されていた方には大変申し訳ございませんが、ご理解賜り
ますようお願いいたします。
　なお、当日券の配布も実施いたしません。

ヘアピンヘアピン小銭入れ小銭入れ ブレスレットブレスレット

３種類から好きなものを作ります！！

講　師：阿部　玄（あべ　たかし）氏 　　　 対　象：どなたでも参加いただけます

参加費：２００円（お一人ひと作品まで）　　 申込み：不　要

定　員：先着１５名

　本革を使って、簡単な小物を作ります。

　３種類（小銭入れ、ヘアピン、ブレスレット）の中から作りたいものを選んで、みんなで

楽しく制作しましょう！

　工具や材料は不要！お気軽にご参加ください！！


