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第２７回福祉標語入選作品
最 優 秀 賞

募金箱　世界を助ける　プレゼント　　

　 　　　　　　　　　　　風連中央小学校　６年　新田　篤絆
優 秀 賞
「ありがとう」　世界を変える　合言葉　　　　名寄小学校　　５年　水間　柚花
ふくしはね　ふだんの　くらしの　しあわせよ　名寄西小学校　６年　高橋　煌大
感謝の一言　やりがい感じた　その瞬間　　　　名寄東中学校　１年　根間　穂乃香
あいさつで　ぬくもりあふれる　町づくり　　　名寄産業高校　３年　保里　コウ
つなげよう　あなたがもらった　やさしさを　　名寄高校　　　１年　米田　ゆめ

佳　　作
きみの手と　地いきの手で　支え合い　　　　　名寄南小学校　６年　秋葉　友里花
ありがとう　感謝の言葉は　笑顔の源　　　　　名寄東小学校　６年　及位　南々美
助けよう　老若男女　関係ない　　　　　　　　中名寄小学校　６年　髙阪　哲史
助け合おう　みんな良い心を　大切に　　　　　智恵文小学校　５年　夏井　光輝
ありがとう　心のかけ橋　希望の道　　　　　　名寄中学校　　３年　西條　瑛花
助け合い　みんなの笑顔　ひろげよう　　　　　智恵文中学校　１年　夏井　裕真

【敬称略】

　毎年ふれあい広場の開催に合わせて行
っている「福祉標語」について、市内小
中高等学校から４４４作品の応募をいた
だき、７月２８日に開催した選考委員会
にて第２７回福祉標語入選作品が決定し
ました。
　例年、表彰式はふれあい広場の中で
行っていましたが、今年度はふれあい広
場が来年１月３０日に延期予定となった
ため、新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から表彰式は行わず、賞状と記
念品を受賞された皆様が通う学校へ届け
させていただきます。
　なお、最優秀賞については総合福祉セ
ンターロビーでの掲示の他、社協だより
の表紙に毎号掲載させていただきます。

第２７回福祉標語入選作品決定！第２７回福祉標語入選作品決定！

赤い羽根共同募金限定「なよろうピンバッチ」
　毎年好評をいただいている「なよろうピンバッチ」は、いただいた寄付からバッチ
の制作費を差し引いた分が、共同募金の寄付金として名寄市で行われる地域福祉活動
に役立てられます。
　残りわずかとなっていますので、お早めにお求めください！！

取扱場所
名寄市総合福祉センター
ここほっと
名寄社協風連支所

（名寄市西１条南１２丁目）

（名寄市西４条南８丁目　西條１階）

（名寄市役所風連庁舎１階）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「活動をしたくても、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どんな予防対策をすれば
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いいのか分からない」
「感染予防を徹底するほど、できることが見つからない」といった様々なお悩
みを受け、活動を行う際の予防対策や新たな生活様式に適した福祉活動を提案
する「新たな生活様式に対応した地域福祉活動の取組指針」及び「つながるな
よろ　地域ふくし活動のすすめ」を昨年８月に作成し、市内町内会等へ配布さ
せていただきました。
　本会ホームページからご覧いただけるほか、ご連絡をいただければお届けい
たしますのでお気軽にお問合せください。

　不自由なことが多いなか、皆で手を取り合い前を向いて進んでいけるよ
う、様々な方からのメッセージをいただき、計１９本の動画を今年５月か
ら約1か月間、本会YouTubeページで紹介させていただきました。
　現在も動画は掲載していますので、ぜひご覧ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新型コロナウイルス感染症の影響が続くなか、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住民同士の交流の場などの様々な地域福祉活動が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　これまでと同様には行えなくなっており、これに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よって引きこもりがちになり心身機能の低下や孤
立につながることが危惧されています。
　心身共に健康で安心した生活を送っていくためには、住民同士の支え合いを目的とした地域福祉活動は不可欠
であり、不自由が多いコロナ禍においても様々な工夫をして地域福祉活動を展開しています。

２ 社協だより　サポートなよろ　Vol.51 令和３年９月号社協だより　サポートなよろ　Vol.51 令和３年９月号

　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。

７６ １２５,０００円

◇愛情銀行寄託［福祉はがき］ 　　（令和３年６月１日～令和３年７月３１日）

　　（令和３年６月１日～令和３年７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

７６

月 月寄 付 金 件数 寄 付 金 件数 件数寄 付 金 

合 計

６ ２２０,０００円 １２ ３４５,０００円 １８

１,０００,０００円 １ ５００,０００円 １ １,５００,０００円 ２

　名寄市立大学の協力による自宅で作れる「簡単健康レシピ」、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、毎月約1,600枚のレターと約2,200枚の

マスクを市内の高齢者宅等へお届けいただいています。

　受け取られた方からは「近所の人で集まることも出来なくなったが、毎月

マスクを届けていただきありがたいです。レターの中の体操に毎月チャレン

ジしています。」といった感想も寄せられています。

本取り組みは令和３年４月より（株）西條様のご支援、令和３年６月より北海道社会福祉総合基金助成を受け実施しています。

「こんにちはレター」
ダウンロードページ

「新たな生活様式に対応した地域福祉活動の取組指針」
「地域ふくし活動のすすめ」 ダウンロードページ

YouTube
なよろ社協チャンネル



3社協だより　サポートなよろ　Vol.51 令和３年９月号社協だより　サポートなよろ　Vol.51 令和３年９月号

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。

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。

（提供１１時～１４時４５分）

◆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

・コーヒー　　　　　　　１５０円
・アイスコーヒー　　　　２００円
・自家焙煎コーヒー　　　３００円
・カルピス　　　　　　　１００円
・クリームソーダ　　　　３５０円
・北海道産はちみつ
　　　　　レモネード　　３００円
・名寄産ブルーベリー
　　　　　スムージー　　３５０円

・ハニートースト　４００円

・アイスクリーム　１５０円

ドリンクメニュー （一部） フードメニュー

・おこわ定食（限定６食）　　　　　 ５００円

・ミートソーススパゲッティ　　　  ５００円

・タルタルフィッシュ

　　サンドイッチ　５００円

・てりやきチキン

　　サンドイッチ　５００円

・フライドポテト   １５０円

デザートメニュー



［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。

　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。

　名寄市で寄付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

れる他、日本各地で発生している自然災害の復興にも

役立てられています。

　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

５９０円～
募金付き弁当

お弁当の店　彩

　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、募金のご協力を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、様々な形で参加
することができますので、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、社協だよりや名寄社協ホームページ、
フェイスブックなどに掲載させていただきます。

　「赤い羽根サポーター」としてご協力いただいて
いる市内事業所の商品を購入いただくことで、その
一部が赤い羽根共同募金として寄付されています。
　普段のお買い物やお食事を少し工夫いただくこと
が、暮らしやすいまちづくりにつながっています！

運　営：（株）Giggles

住　所：名寄市西 1条南 5丁目 20

 T  E  L  ：01654-2-8330

営業日：平日

ご注文：９時～１１時

１００円
メロンパン

運　営：名寄みどりの郷

住　所：名寄市西 1条南 7丁目

 T  E  L  ：01654-2-3359

（売切れ次第閉店）
（おこわ定食の提供は１１時～１４時４５分）

限定６食

営業日：平日 10 時～ 17 時
　　　土日祝 10 時～ 15 時

５００円
おこわ定食

ここほっとカフェ

運　営：道北センター福祉会

住　所：名寄市西 4条南 8丁目
　　　　西條名寄店１階　ここほっと内
 T  E  L  ：01654-8-7133

営業日：平日／１０時～１５時

ハートフルみらい


