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１ページ ・ ・ ・ 「こんにちはレター」 「まごころマスク」 ／ 「三味線ライブ in なよろ」 入場整理券配布終了案内
２ページ ・ ・ ・ 令和２年度共同募金運動結果報告
３ページ ・ ・ ・ 歳末たすけあい運動にご協力いただいた皆様
　　　　　　　　　　「赤い羽根サポーター」 としてご協力いただいた皆様／ 愛情銀行からのお礼
４ページ ・ ・ ・ ファミリー ・ サポート ・ センターのご案内／ここほっとのご案内

除雪ボランティアを行った連合北海道名寄地区連合会の皆さん（2021.2.6）除雪ボランティアを行った連合北海道名寄地区連合会の皆さん（2021.2.6）

　３月６日（土）、７日（日）に開催します「三味線ライブinなよろ（令和２年度第４回市民ボランティア講

座）」は、大変好評をいただき、入場整理券の配布が定員に達したため２月１０日をもって配布を終了させて

いただきました。

　なお、当日券のご用意もございませんので、ご了承ください。

　新型コロナウイルスの影響が続く中、外出や交流の機会の減少に

よって身体機能の低下や孤独を感じるなど日常生活における様々な

不安が増えています。

　そのような中、名寄社協では名寄市立大学の協力による自宅で作

れる「栄養レシピ」、Nスポーツコミッションの協力による自宅で

できる「健康体操」を掲載した「こんにちはレター」を昨年１２月

から毎月発行しています。

　「こんにちはレター」は町内会や民生委員児童委員の皆さんのご

協力をいただき、「どろんこはうす学童すまいる」の子ども達が書

　　　　　　　　　　　　　　　　　いたメッセージ付きの「まご

　　　　　　　　　　　　　　　　　ころマスク」と合わせて、こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　れまで毎月約1,500枚を市内の高齢者宅等へお届けいただいています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　「こんにちはレター」と「まごころマスク」を受け取られた方からは

　　　　　　　　　　　　　　　　　「子ども達のメッセージが嬉しかった」「コロナに負けず頑張ります」

　　　　　　　　　　　　　　　　　といった感想も寄せられており、コロナ禍においても身近な地域のつな

　　　　　　　　　　　　　　　　　がりによって心身の健康の維持増進につながっています。

「三味線ライブ in なよろ」入場整理券配布終了について

「こんにちはレター」 は名寄社協ホームページからも
ご覧いただけます。
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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
１,１２３,５００円

その他の募金
８９，６３１円

個人募金
５７円

学校募金
８６,８４５円

職域募金
１９２,９２６円

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

１,０６９,７５０円

北海道全域
での福祉事業
８３２,５００円

名寄市社会福祉協議会
が行う福祉事業
２,０５８,８６０円

その他の募金
８４,２００円

学校募金
３２,８１５円

職域募金
１８２,９８６円

個人募金
５５,０４０円

●募金結果 ●使われ方

１００,０００円

２３７,０００円

１,６４５,０００円

事　務　費

清　涼　飲　料　６０ケース

●義援品

募金総額：４,４１１,１１０円

募金総額：２,１９５,６０４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
２，０６０円

　今年度の募金総額から助成

額等の合計2,032,000円を差

し引いた163,604円は、昨年

度からの繰越金295,669円と

合わせて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
１２５，３６９円

法人募金
５０，０００円

（１７町内会）

（９７世帯／１３５人）

（２施設）

（１８事業）

戸別募金

１,７７７,０４５円

戸別募金

１,７９０,５６３円

２,７９０,７２２ ２,７９０,７２２ 

戸別募金戸別募金

※毎年行っている街頭募金

は、新型コロナウイルス感

染症拡大防止のため実施し

ませんでした。

※北海道全域での福祉事業に充て

られる額は1,318,000円となるが、

今年度事業中止等により返還があ

った485,500円が充当されるため、

標記金額となります。
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　名寄市共同募金委員会では、市内事業所等に「赤い羽根サポーター」として、商品の売り上げの一部等を

募金としてご協力いただいています。

　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。

社協だより　サポートなよろ　Vol.48 令和３年３月号社協だより　サポートなよろ　Vol.48 令和３年３月号

■令和２年度赤い羽根サポーター

社会福祉法人　道北センター福祉会

　「ハートフル・みらい」で販売している「メロンパン」の売り上げの一部を募
金として協力。

　お弁当の店「彩」が販売した寄付つき弁当の売り上げの一部を募金とし
て協力。

　９月～１１月に「ここほっと」で行った「ここほっとdeランチ」の売り上げの
一部を募金として協力。

社会福祉法人　名寄みどりの郷

就労移行支援事業所　Liberta

事　業　所　等 応　　援　　内　　容

１１２ １７０，０００円

◇愛情銀行寄託［福祉はがき］ 　　（令和２年１２月１日～令和３年１月３１日）

　　（令和２年１２月１日～令和３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

７ ２３０，０００円 １１ ４００，０００円 １８

６３，０００円 ３ １３０，０００円 ２ １９３，０００円 ５

[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、麻生区、旭栄区、高見区、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]　　　　　　　　　　　　　　［法　人］
認定こども園名寄幼稚園　　　　　　　株式会社大野組

[篤　志]
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、片平外科・脳神経外科

[義援品]
北海道コカ・コーラボトリング株式会社

（令和３年２月１５日現在／順不同／個人名、敬称省略）

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。

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。



［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。

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３０分ごとに２５０円

　　　　　（３０分未満の時は３０分料金）

■月～金（６時～７時、２１時～２２時）

■土・日・祝（６時～２２時）

　一人につき３０分ごとに３００円

　　　　　（３０分未満の時は３０分料金）

※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ちょっとし

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。

　「ここほっと」は、年齢や障がいなどに関わらず、誰もが気軽に足を運び、会話を楽しんだり、ちょっとした
相談をしたりと、その方に合わせて利用いただける場所です。
　現在は、道北センター福祉会によるカフェも行っており、お茶や食事を楽しむこともできますので、ぜひご利
用ください。

換気や定員を設ける等、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じて開設しています。

◆会員登録・問い合せ先◆

利用可能時間　６時～２２時

　名寄市在住の２０歳以上の方は「提供会員」として活
動していただけます。
　「子育てを応援したい！」という方は、ぜひご連絡く
ださい！！

名寄市西４条南８丁目
西 條 名 寄 店 １ 階

オープン　１０ ： ００～１６ ： ００ （カフェは１５時まで）　／　定休日　土 ・日 ・祝日

～メニュー（一部）～～メニュー（一部）～

コーヒー　　　　150 円

カルピス　　　　100 円

ケーキセット　　400 円

タルタルフィッシュ

　サンドイッチ　500 円


