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「名寄みどりの郷

ハートフルみらい」のみなさん（2021.12.15）

新春のお喜びを申し上げます
名寄市社会福祉協議会
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会

長
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島

道

昭

新年あけましておめでとうございます。
市民の皆様におかれましては、健やかに輝かしい新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。また、日頃から
名寄市社会福祉協議会に対しましてご支援ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、依然と予断を許さぬコロナ禍の中で、市民の皆様の健康や地域経済に大きな不安を与えている現状です。
例年ご好評をいただいております、1月11日開催予定の福祉関係者新年交礼会につきましては、本年も自粛せ
ざるを得ず、心待ちにされておりました皆様には心よりお詫び申し上げます。
私事ですが、昨年6月に本会会長に就任しましたが、コロナ禍で制限される地域福祉活動においても「こんに
ちはレター、まごころマスク配布」を例として、市民の皆様と共に考え創意工夫し、行動できたことは町内会
や民生委員児童委員をはじめとする、多くの皆様の支えがあることを改めて実感し、感謝申し上げます。
本会は、コロナ禍での地域福祉の実践、財政基盤の再構築、第5期地域福祉実践計画の策定など、多くの課題
へ対応してまいりますが、地域の皆様の声を大切に、市民と共に歩む名寄市社会福祉協議会であることを心が
けてまいります。
最後になりますが、本会は市民の皆様に必要とされ、より近くにいる存在となれるよう、役職員一丸となって
取り組んでまいりますので、更なるご支援ご協力をお願い申し上げますとともに、一日も早いコロナ禍の終息
と皆様のご健康を心よりお祈り申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。
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選任後２年以内に終了する会計年度のうち
最終のものに関する定時評議員会の終結時
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事〉小川 進、熊谷 守、 高橋 勝
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名寄市文化芸術振興助成事業
（開場１３：３０）

名寄市民文化センター （名寄市西１３条南４丁目）

全席指定

３００席

※同一グループは続きで座席予約可能／同一グループではない方とは
１席空けて予約
※手話 ・ 要約筆記通訳付き

北海道 焼尻島出身。
７歳で津軽三味線を始め、 三代目日本一佐藤俊彦師
に弟子入りする。
「津軽三味線日本一決定戦」 では 2012 年に B 級の部
準優勝、 2013 年には A 級の部優勝を飾る。
日本各地や海外へ活躍の場を広げ、 世界の人びとに
日本伝統音楽の魅力を伝えるため精力的に活動する。
ライブハウス等でも定期的に演奏を続けており、 エイ
ベックス主催 「a nation 2013 in 渋谷 AX」 で演奏する
など、 様々なジャンルとのコラボレーションを行っている。
日本親善大使 （2011 年）、日米親善大使 （2013 年）、
ニューヨーク カーネギーホールで演奏。 台湾・タイ （バ
ンコク日本博４年連続出場） ・ マレーシア ・ シンガポール ・
中国ハルピン ・ ベトナム遠征をする等新たな日本の伝統
文化を創造する 「北海道を代表する若手ホープ」。

募金は名寄市共同募金委員会をとおして被災地の復興に役立てられます。

■主
■共

プレイガイド
EN-RAY ホールチケットセンター

名寄市西１３条南４丁目 ☎01654-3-3333（9：00 〜 19：00）

第一部 「三味線 ・ 民謡ステージ」
津軽三味線の他、 三味線の演奏に合わせた民謡ステージ

第二部 「市民セッション」
子ども達や障がいのあるアーティストとの共演

第三部 「和洋折衷ステージ」
７人のゲストを迎え、 日本古来の民謡に洋楽器を取り入れ
たアレンジやジャズと和楽器のコラボステージ

催 名寄市社会福祉協議会
催 名寄市
東日本大震災チャリティーコンサート実行委員会

①新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、次の項目に該当する場合は、ご来場をご遠慮いただきます。１）平熱を超える発熱がある／２）せき、のどの痛み、風邪等の症状がある／３）体のだるさ、息苦しさ、
疲れやすい／４）嗅覚や味覚の異常がある／５）新型コロナウイルス感染症陽性とされる方との濃厚接触がある／６）同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる／７）過去１４日以内に政府から入
国制限、入国後の観察期間が必要とされる国、地域等への渡航、または当該在住者との濃厚接触があった。 ②事前に入場整理券裏にある来場者情報（氏名／電話番号／住所）を記載の上ご来場いただき、
入場の際にお預かりいたします。 ③マスク着用を必須とします。コミュニケーションや健康上の理由などによって着用できない方は除きます。 ④会場入り口での検温を必須とします。検温機材（非接触型）
は主催者で用意します。スタッフの指示に従い検温を行っていただきます。 ⑤会場入退場時の手指消毒を必須とします。消毒液は主催者で設置します。 ⑥会場内での感染予防のため、スタッフの案内に沿っ
てご移動ください。

名寄社協が行っている各種地域福祉活動のご説明やボランティア活動
などの地域福祉活動についての講話のほか、ボッチャなどのレクリエー
ションの実施などを行っています。
町内会やグループなどでぜひご利用ください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を十分に図ったうえで行わせ
ていただきます。
⑥レクリエーションの実施
⑦ボッチャの実施
⑧介護保険制度について
①社会福祉協議会について
⑨ヘルパーについて
②地域福祉活動について
⑩生活困窮者自立支援事業について
③ボランティア活動について ⑪各種貸付事業について
④社協会費について
⑫権利擁護事業（成年後見等）について
⑤共同募金について
⑬ファミリー・サポート・センターについて

講座メニュー

■利用対象
町内会／福祉関係団体／教育関係機
関／民間事業所／その他地域福祉活
動に関わる団体等

■料
無

■申

金
料

※ボッチャのコート設営の際は
１コート500円

込

２週間前までに下記までお申込み
いただき、詳細の内容を打ち合わせ
させていただきます。

■申込先
名寄市社会福祉協議会（地域支援係）
TEL:01654-3-9862／FAX:01654-3-9949
E-mail:chiiki@nayoro-shakyo.jp
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１０月からの「赤い羽根共同募金運動」、１２月からの「歳末たすけあい
運動」へのご協力、誠にありがとうございます。
赤い羽根共同募金は、町内会活動や障がい児・者の社会参加、地域福祉の
推進など、暮らしやすい地域をつくっていくために役立てられます。
また、歳末たすけあい運動は、新たな年を迎える時期に、支援を必要とす
る人たちが地域で安心して年末年始を過ごすことができるように役立てられ
ます。
どちらも市民の皆さんの温かい気持ちに支えられている運動です。
引き続きご協力をよろしくお願いいたします。

赤い羽根共同募金中間報告

歳末たすけあい運動中間報告

（１２月１５日現在）

（１２月１５日現在）

３,８５３,１９３ 円

１,４５８,３１２ 円

目標額（4,700,000円）まであと「846,807円」

目標額（2,300,000円）まであと「841,688円」

戸別募金 2,468,768円／学校募金
41,828 円
職域募金 195,073 円／イベント募金 3,500 円
その他の募金 56,842 円／法人募金 1,087,182 円

戸別募金 1,214,727 円／職域募金 137,553 円
その他の募金 56,032 円／法人募金 50,000 円

※例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
止のため実施しておりません。

「赤い羽根共同募金」は２月末まで募金を受け付
けています。
ご協力いただける場合は左記、名寄市共同募金委員
会までお持ちいただくか、お問い合わせください。

日
会

企業等から提供いただいた令和
時：１月６日（木）１３：００～１６：００
７日（金）１０：００～１３：００ ４年のカレンダーや手帳をお手頃
場：ここほっと 名寄市西４条南８丁目 西條名寄店１階 価格で販売します！
ナマステネパール様隣

主催：商店街振興組合

名よせ通り／後援：名寄市社会福祉協議会

収益は本会を通じて今後の地域
福祉活動に役立てられます。

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。

◇愛情銀行寄託［福祉はがき］
月
１０

寄 付 金
２５０,８５０円

件数
８

（令和３年１０月１日～令和３年１１月３０日）
月
１１

寄 付 金
１７５,０００円

件数
９

合 計

◇愛情銀行寄託［一般寄付］（令和３年１０月１日～令和３年１１月３０日）

この間の一般寄付はございませんでした。

寄 付 金
４２５,８５０円

件数
１７

（開場 9:00）

入場無料

（開場 12:00）
第１部・第２部各３００名

第１部と第２部は入場者総入れ替えとなります。
両方への入場の際は、 入場整理券が２種類 （第１部 ・ 第２部）
必要となります。

※幼児など保護者と座席を共有される場合も入場整理券必要。
※同一グループ以外の方とは座席を一つ空けてお座りいただく。

（名寄市西１３条南４丁目）

入場整理券

配布開始 ： １２月２日 （木） 午前９時
配布場所 ： 名寄市総合福祉センター
（名寄市西１条南１２丁目）

配布時間 ： 平日９時～１７時
電話予約 ： 平日９時～１７時に下記まで申込み
入場整理券は当日会場でお渡し
☎０１654-3-9862
名寄市社会福祉協議会 地域支援係
※事前に入場整理券裏面に来場者の氏名 ・ 住
所 ・ 電話番号を記入の上ご来場ください。
※EN-RAY ホールでの取扱いはございません。

第１部（開場 9:00）
10：00 名寄吹奏楽団
10：20 風連中学校吹奏楽部
10：40 名寄中学校吹奏楽部
11：00 名寄東中学校吹奏楽部

開催にあたって
毎年７月第一日曜日に開催してきた「ふれあい広場なよろ」
は、新型コロナウイルス感染症の影響により昨年度は中止と
させていただきました。
今年度も７月第一日曜日の開催を検討しましたが、昨年度
同様に開催が難しく、例年とは形を変えて開催していくこと
となり、ステージ企画を１月３０日に EN-RAY ホールで実施
することとなりました。
みなさんのご来場をお待ちしております！

第２部（開場 12:00）
12：30

ひまわりちびっこ隊

12：50

名寄ユニサイクルクラブ

13：10

※11 月 29 日付折込チラシでは名寄東中学校吹奏楽部の出演を 11：20 と
ご案内しておりましたが、11：00 の誤りでした。上記のとおり訂正の上
お詫び申し上げます。

北鼓童＆名寄市立大学

13：30
13：50

UC ピリカなよろ
風舞連

①新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、次の項目に該当する場合は、ご来場をご遠慮いただきます。
１）平熱を超える発熱がある／２）せき、のどの痛み、風邪等の症状がある／３）体のだるさ、息苦しさ、
疲れやすい／４）嗅覚や味覚の異常がある／５）新型コロナウイルス感染症陽性とされる方との濃厚接触
がある／６）同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる／７）過去１４日以内に政府から入国制限、
入国後の観察期間が必要とされる国、地域等への渡航、または当該在住者との濃厚接触があった。 ②事
前に入場整理券裏にある来場者情報（氏名／電話番号／住所）を記載の上ご来場いただき、入場の際にお
預かりいたします。 ③マスク着用を必須とします。コミュニケーションや健康上の理由などによって着
用できない方は除きます。 ④会場入り口での検温を必須とします。検温機材（非接触型）は主催者で用
意します。スタッフの指示に従い検温を行っていただきます。 ⑤会場入退場時の手指消毒を必須としま
す。消毒液は主催者で設置します。 ⑥会場内での感染予防のため、スタッフの案内に沿ってご移動くだ
さい。

■主
催 名寄市社会福祉協議会
■実施主体 ふれあい広場２０２１なよろ実行委員会
■共
催 名寄市

ホームページ http://www.nayoro-shakyo.jp
E-mail info@nayoro-shakyo.jp

［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
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。

