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名寄高校野球部のみなさん（除雪ボランティアの際に撮影 2022.2.6）名寄高校野球部のみなさん（除雪ボランティアの際に撮影 2022.2.6）

　毎年この時期には市内の高齢者宅等での除雪ボランティ
ア活動が行われており、名寄社協ボランティアセンターが
その調整を担っています。
　２月６日には名寄高校野球部の生徒３名、２月１９日に
は名寄東中学校の生徒約７０名が除雪を行い、活動に伺っ
たお宅の方から感謝の言葉が届けられるなど、地域での素
晴らしい交流の機会にもなりました。
　また、名寄東中学校の活動の際には、活動先の調整を北
新区町内会にご協力いただき、除雪後の排雪では名寄市技
能振興推進協議会にご協力いただきました。
　除雪ボランティアに限らず様々な活動の調整等を行って
いますので、「活動に興味がある」「こんな活動をしてみ
たい」などお気軽に名寄社協までお問合せ下さい。

名寄東中学校の活動の様子

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（介護福祉士）  3,000円／月
　　　　　　 　  業務手当　100円／１時間　他
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

　明るく働きやすい職場を目指しています。

　午前中だけや曜日を指定した勤務など、

様々な働き方を一緒に考えさせていただき

ます。

　在宅介護に興味のある方は、お問合せい

ただければ幸いです！

　お待ちしています！
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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、４５５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
１,０８７,１８２円

その他の募金
７７,２４３円

個人募金
２９,１５３円

学校募金
８５,８２６円

職域募金
１９８,６３９円

各戸募金
３,２９６,４３８円

●募金結果 ●使われ方（令和４年度の事業に活用されます）

名寄市共同募金
委員会  事務費
４００,０００円

名寄市内福祉事業

１,０４４,１００円

北海道全域
での福祉事業

１,３１５,０００円

名寄市社会福祉協議会
が行う福祉事業
１,５０９,０６９円

その他の募金
７０,０２７円

学校募金
３１,１４１円

職域募金
１７８,５５６円

個人募金
５７,２１８円

●募金結果 ●使われ方

１００,０００円

２６１,０００円

１,６９８,０００円

事　務　費

清　涼　飲　料　５５ケース

●義援品

募金総額：４,２６８,１６９円

募金総額：２,０７７,５６７円

要援護世帯義援金

町内会歳末地域
支 え 合 い 事 業

イベント募金
３,５００円

　今年度の募金総額から助成

額等の合計2,059,000円を差

し引いた18,567円は、昨年度

からの繰越金459,273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
１２８,７６５円

法人募金
５０，０００円

（１９町内会）

（８６世帯／１１１人）

（１７事業）

戸別募金戸別募金

１,６９０,６２５円１,６９０,６２５円

２,６５７,８６１円２,６５７,８６１円

戸別募金戸別募金

※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

ませんでした。
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　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。

１１２

１１２ ０円

◇愛情銀行寄託［福祉はがき］ 　　（令和３年１２月１日～令和４年１月３１日）

　　（令和３年１２月１日～令和４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

月 月寄 付 金 件数 寄 付 金 件数 件数寄 付 金 

合 計０ １００,０００円 １ １００,０００円 １

１８５，０００円 １０ ３２８,０００円 ９ ５１３,０００円 １９

[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、名寄消防署、名寄市立病院福利厚生会、陸上自衛隊名寄駐屯地、名寄市社会福祉事業団
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

[義援品]
北海道コカ・コーラボトリング株式会社

（令和４年２月１５日現在／順不同／個人名、敬称省略）

　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。

■令和３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。

　「ここほっとカフェ」で提供している「おこわ定食」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

　エフエムなよろ「Airてっし」で名寄市社会福祉協議会からのお知らせが放送され

ています。

　放送では名寄社協の各種事業の紹

介や行事予定などが紹介されていま

すので、ぜひお聞き下さい。

● Airてっしで名寄社協からのご案内を放送中

◆ 放 送 日 程 ◆

毎週火曜日　（１回目）　８：００～

　　　　　　（２回目）１７：４５～



［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。

（２月１８日現在）

（名寄市西１３条南４丁目）（名寄市西１３条南４丁目）

（開場１３：３０）（開場１３：３０）

名寄市民文化センター名寄市民文化センター

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

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

　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」。

３００席全席指定

※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

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）

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
■共　　　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　　

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。

名寄市文化芸術振興助成事業

　コミュニケーショ
ンや健康上の理由な
どにより着用できな
い方は除きます。

・ マスクの着用・ こまめな
手指消毒

・大きな声での
会話や声援等
の禁止

・会場定員の約半数にあたる
３００席限定
・同一グループでない方とは
一席空けて予約

　新型コロナウイルス感染症や災害等の影響により開催を中止
させていただく場合は、名寄市社会福祉協議会ホームページ、
Facebook、LINE にて周知し、チケット代金は払戻いたします。

ホームページ


