
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゆいサロン 有為団地集会所（東 4 北 6） 

毎月第 1 木曜日 10:00～12:00 

いなほ会 いなほ会館（西 4 条北 7 丁目） 

毎月第 2 火曜日 10:00～12:00 

みんなのサロン（仮） 東 4 条福祉会館（東 3 南 2） 

奇数月第 2 金曜日 9:30～11:30 

みんなのサロン（仮）南美唄福祉会館（南美唄西町） 

毎月第 3 金曜日 10:00～12:00 

峰延サロン 峰延福祉会館（峰延町本町） 

毎月第 3 月曜日 9:30～11:30 

くりの木サロン 東明西福祉会館（東 8 北 6） 

毎月第 4 木曜日 10:00～12:00 

 

 

“いつまでも住み慣れた地域で生活したい”そん

な思いを少しでも長く続けられるために人がつなが

れる場所、支え合える場所として、昨年秋から開催

していましたが、新型コロナウイルスが流行し、お

休みしていました。まだ距離感を保つ必要はありま

すが、感染防止に気をつけながら、開催していま

す。皆さんの参加、お待ちしています。 

生活支援コーディネーター 細谷 

ゆいサロン 有為団地集会所（東 4 北 6） 

毎月第 1 木曜日 10:00～12:00 

いなほ会 いなほ会館（西 4 北 7） 

毎月第 2 火曜日 10:00～12:00 

みんなのサロン（仮） 東 4 条福祉会館（東 3 南 2） 

奇数月第 2 金曜日 9:30～11:30 

みんなのサロン（仮）南美唄福祉会館（南美唄西町） 

毎月第 3 金曜日 10:00～12:00 

峰延サロン 峰延福祉会館（峰延町本町） 

毎月第 3 月曜日 9:30～11:30 

くりの木サロン 東明西福祉会館（東 8 北 6） 

毎月第 4 木曜日 10:00～12:00 

『みんなのサロン』開催場所 

※感染予防のため､マスク着用･飲み物持参です。 
サロンの内容等により、参加費がかかる場合があります。 
新型コロナウイルス関連､また､都合により休むことがあります。 

新型コロナウイルス感染症の影響による休業等での減収・解雇による方を対象にした、特例貸付を行っています。 

【緊急小口資金】 上記対象世帯で、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付（20 万円まで） 

【総合支援資金】 上記対象世帯で、生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている方へ３か月間の貸付 

         （償還開始までに自立相談支援機関の支援を受ける事が必要） 

※本会への問合せは電話（平日 8:45～17:15）またはメールでお願い致します。書類提出は原則郵送です。 

※申請書は北海道社会福祉協議会 HP よりダウンロードできます 

※詳細は特設サイト https://corona-support.mhlw.go.jp/ をご覧ください。 

皆様のご協力を宜しくお願いします。 
問い合わせ：美唄市共同募金委員会（62-0770） 

赤い羽根共同募金は美唄のほか、北海道内の

様々な福祉活動や災害時に役立てられています。 

10 月 1 日から 5 日まで、街

頭募金活動を行いました。5 日

間で計 141,221 円の募金が集

まりました。ご協力いただいた

皆様ありがと 

うございまし 

た。 

 マミィーちゃんピンバッチ

は 500 円以上、日ハムや初音

ミクなどのクリアファイルは

300 円以上の募金でお渡しし

ています。いずれ 

も数量限定ですの 

で、お問い合わせ 

はお早めに！ 

運動期間 10 月１日～12 月 31 日まで 
今年度の目標額は 260 万円です 

運動期間 12 月１日～12 月 31 日まで 
今年度の目標額は 80 万円です 

「ぽぷら」は赤い羽根共同募金の配分を受けて発行しております。 

歳末たすけあい運動では、市内町内会・団体

様からご協力いただく募金を財源に、見舞金や

市内小学校１年生への文房具セット贈呈など、

歳末期に支援が必要な方々へ皆様の気持ちをお

届けする事業を行っております。 

詳細は、市広報誌メロディ 12 月号に掲載致

しますので、ご覧ください。 

写真：秋の総合福祉センター 

https://corona-support.mhlw.go.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ぽぷら 第 74 号  
令和２年 10 月 31 日 

社会福祉法人 

美唄市社会福祉協議会 

〒072-0026  

北海道美唄市西３条南３丁目６-２  

美唄市総合福祉センターぽぷら内 

電話 （0126）62-0770    FAX （0126）62-6996 

ホームページ http://www.bibai.com/shakyo/   

E メール   soumu.bibai-shakyo@pipalnet.jp 

●見学・体験利用を受け付けています 

ふれあいデイサービスセンターは認知症の専門施設で

す。認知症のご利用者様が、不安なく安心して一日を過

ごせるよう専門のスタッフがご利用者様、ご家族様のお

気持ちに寄り添ったお手伝いをさせていただきます。見

学、お試し利用（無料、昼食代のみ 600 円徴収）はいつ

でも大歓迎です。詳しくはお問い合わせください。 

●ヘルパーを募集しています 

資 格：介護職員初任者研修（ヘルパー２級）以上 

勤 務：週１回、１時間からでも OK 

その他：支援内容などご相談に応じます 

    70 歳まで就労可能です（それ以上も要相談） 

    子育て中の方も、介護中の方も大歓迎です 

●峰延・光珠内在住の方限定で 

恵風園でのヘルパーを募集しています 

 資格・勤務は同上です。冬期間のみでも OK です。 

６月 25 日に行われた第３回理事会で、大道良裕氏が新副

会長として選任されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 尚、運営委員（37 名）については、ホームページ上に氏

名を掲載しています（5 月 21 日第１回理事会選任）。 

●手話体験講座を開催します 

日時：11 月 15 日（日） 13：30～14：30 

12 月 20 日（日） 13：30～14：30 

※いずれも内容は同じです 

場所：総合福祉センター 会議室 C 

 講師：美唄ろうあ協会・美唄手話の会 

 締切：各回３日前の木曜日まで 

  初心者大歓迎です！ご参加お待ちしております。 

●美唄市障がい者等理解促進セミナーを開催します 

 日時：12 月５日（土） 13：30～15：30 

 場所：総合福祉センター 研修室 

 講師：一般社団法人 日本相続知財センター札幌 

    理事 加藤るり子 氏 

 演題：障がいのある子の「親なきあと」を考える 

    ～財産の管理の仕方・遺し方・渡し方～ 

 申込：電話で受付しています（先着 30 名） 

本市の感染症対策を踏まえ、本施設における感染予防対策

として、消毒・検温・氏名等の記入のほか、時間・人数・食

事等の利用制限を継続的に実施しています。市民の皆様に

は、ご不便をおかけしておりますが、感染予防対策を順守の

うえ、施設利用をお願い致します。また、施設内には、高齢

者等デイサービス事業所を併設していることから、一般の公

共施設よりも慎重な予防対策を講じております。皆様のご理

解とご協力をお願い申し上げます。 

予防対策の詳細は本会までお問い合わせください。 

 本年５月から、地域福祉の推進と連携強化を目的に連合会

の事務局を担当しております。老人クラブは、地域を基盤と

する高齢者の自主組織であり、高齢者を主体とする介護予防

と相互の生活支援という観点から、その活動及び役割がます

ます期待されております。本市の連合会は、39 単位クラブ

（1,794 名）を基盤とする大きな組織です。地域福祉の推

進を目指す本会にとって、事務局を担当し、連携強化を図る

ことは、明るい長寿社会の実現にとって必要なことであると

考えております。 

 

「ぽぷら」は赤い羽根共同募金の配分を受けて発行しております。 

R2.7.20 高橋幸枝　様 100,000円

R2.9.15 美唄更生保護女性会　様 10,000円

R2.7.16 北海道連合会空知地域協議会　様 マスク200枚

寄付金

寄付物品

（令和２年６月１日～９月 30 日受付分） 

昭和 23 年、盤の沢町の三菱炭鉱発電所近 

くの生まれでびばいっ子です。美唄市役所に 

在職中の平成元年と２年に美唄市総合福祉セ 

ンター建設のための補助金申請の仕事をして 

いて、当時の社協会長の鈴木政吉会長さんと日本船舶振興

会にご挨拶のため上京した思い出深い社会福祉協議会の副

会長に就任させていただくことになり、一生懸命努めさせ

ていただく気持ちで一杯です。宜しくお願い致します。 


