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子どもたちに手づくりマスク贈る
新型コロナウイルスの感染防止でマスク不
足が心配される中、常呂の小・中・高校生に
手作りマスクを贈ろうと、日赤奉仕団常呂分
区（井原恵美子分区長）や各団体の女性部員
ら 38 人が常呂町公民館に集合。お互いに作り
方を学び合い 325 枚を作成しました。（4/4）

新型コロナウイルス感染症の拡大予防が続いていますが、社協事業やボランティア事業も休止状態です↓

はい！ 常呂地区居宅介護支援事業所です。
居宅介護支援事業所は、居宅（ご自宅）で生活する要介護認
定を受けた要介護１～５の方を対象とする事業所です。ケアマネ
ジャー（介護支援専門員）が、介護保険サービスを受ける方に
必要なケアプランや書類の作成、介護に関する相談、手続きの
調整などの支援を行います。

【これまでに相談を受けた事例】
◆家族に介護が必要だけど、介護の方法やどんなサービスが
あるのか分からない。
◆町内の介護施設やホームヘルパー、訪問看護などのサービ
スはどうすれば受けられるの？
◆トイレや浴室に手すりをつけたい、どんな方法があるの？
◆家族がもうすぐ退院するが、自宅での介護に不安がある。

戦没者遺族会の功績をたたえ―。

前田勇三郎氏に厚生労働大臣表彰

私たちにご相談ください。（左から）
こばやし

み ち こ
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え

小 林 美智子・神野ふみ江

常呂地区居宅介護支援事業所

☎５４－３４４３

北見市老人クラブ連合会【令和２年度】

３氏の尽力に功労者表彰

表彰を受けた（左から）追分春治氏、植松順子氏（尾角サキ子氏は欠席）

多年にわたり戦没者遺族会に携わりその功
績をたたえる援護事業功労者の厚生労働大臣
表彰が令和元年 12 月５日、東京都霞が関の中
央合同庁舎で行われ、前田勇三郎氏（91 歳）
が厚生労働大臣から表彰されました。
（代理出
席は長女の市野玲子さん）
前田氏は、平成５年から常呂町遺族会会長
を務め、平成 18 年の市合併後も北見市遺族会
副会長、常呂支部副支部長、理事を歴任され
20 年以上にわたり戦没者遺族の相談や援護
活動に尽力されています。

老人クラブの運営発展のため、常呂支部の老
人クラブ役員として１０年以上にわたり尽力し
た功労者に、北見市老人クラブ連合会から功労
者表彰されました。４月 15 日、常呂町多目的研
修センターで開かれた北見市老人クラブ連合会
常呂支部役員会において工藤支部長から受賞者
にそれぞれ表彰状が手渡されました。
●北進町はまなす会：追分春治氏
●福山老人クラブ：植松順子氏
●富丘老人クラブ：尾角サキ子氏

どうしても家に閉じこもりがちになり、健康面など心配な高齢者の方々に安否確認という声かけを始めています→

＊このページは、催し・お知らせ・
「このひと」
・かんたんクッキングなどのコーナーです。

６月・７月の催し・お知らせ
【６月】
25（木）：地域福祉推進委員会（13：30 多目的ｾﾝﾀｰ）
25（木）：支え合いの地域づくり会議（15：00 多目的ｾﾝﾀｰ）
【７月】
７（火）：老連パークゴルフ大会 (9：00 森林公園）
14（火）：老連ゲートボール大会（9：00 ｽﾀｼﾞｱﾑ Do）
16（木）：いこい茶房（13：30 いこいの家）
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、催しの
開催を延期、または中止する場合があります。

常呂に転勤になって 10 年ぶ
りに帰ってきた感じですね。
変わったのはホタテの無料
配布がなくなったことかな。
地域で作ってもらった信金
なので地域に貢献したいと
思います。地域の活性化は私
たちの仕事です。新たな仕事
や起業をお手伝いしたい。

｛
まつやま としひこ

松山俊彦 さん(西町)/北見信用金庫常呂支店
長/２度目の常呂勤務で地域のボランティア

ふれあいパーティーの中止について
例年 7 月に開催していました「ふれあい
パーティー」については、新型コロナウイル
ス感染の拡大防止のため、苦渋の決断では
ございますが、今年度の開催を中止といた
しました。毎年、ふれあいパーティーを楽し
みにされております地域の皆様には、大変
ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解をい
ただきますようお願いいたします。
お問い合わせ先：社協常呂支所 ☎５４－１２００

社協常呂支所にご寄付・
ご寄贈をいただいた個人
や団体を紹介します。

【ご寄付・ご寄贈】
ＪＡところ女性部
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◆お問い合せ先◇
北見市社会福祉協議会常呂支所 ☎54－1200
高齢者相談支援センター常呂
☎63－2026
（常呂地区地域包括支援センター）

常呂地区居宅介護支援事業所
ヘルパーステーション常呂支所

アスパラと卵の炒め物
◆材料（2 人分）
○アスパラ…4～5 本（150ℊ） ○
卵…2 個 ○中華だし…小さじ 1
○塩、コショウ…少々 ○サラダ
油…適宜
◆作り方
①アスパラは、３㎝に切り、レンジ
で２分加熱する。

☎54－3443
☎67－7532

かんたんクッキング⑳
②卵を割りほぐし、中華だしを入
れて混ぜる。
③フライパンにサラダ油を引き、
アスパラを炒め、塩、コショウを
少々ふる。②の卵液を回し入れて、
強めの中火にし大きく混ぜて半分
ぐらい固まったら火を止めて、余
熱で半熟状にする。
（提供◎育味の会）

→しばらく自粛が続く中、電話をかけると他の人からの声がうれしい様子で会話がはずみほっとします。

＊ボランティア活動の最前線をお伝えしています。ボランティアの情報をお寄せください。

NO.205

ボランティア情報紙
北見市ボランティア市民活動センター常呂
☎（0152）54-1200 fax（0152）54-1201
ホームページ
http://www.kitami-shakyo.or.jp
メールアドレス tokoro@kitami-shakyo.or.jp

ボランティア活動の１年を振り返る

2020
６月号

延べ３６３人、８８０時間のボランティア

ボラセンところでは、令和元年度の「ボランティア活動の１年」
を振り返ってみました。個人と団体ボランティア活動の実績を
合わせますと、延べ１０１回、３６３人、８８０時間にもなりま
した。まさに地域の皆様の心温まるご協力をいただいた賜物で
す。あらためて地域のチカラを知る機会となりました。

🔹団体ボランティアの実績

🔹個人ボランティアの実績
活動内容
時計のねじまき
額縁の取り付け
豆電球の交換
電話機の設置
お話ボランティア
計

延回数
９
１
１
１
２３
３５

延人数
９
１
１
１
４６
５８

延時間
９
１
１
１
２３
３５

活動内容
障がい者就労支援
ふれあい昼食会のスタッフなど
まごの手届け隊（高齢者宅窓拭き）
ふれあいパーティー運営スタッフ
出前サロンいきいき昼食づくり
みんなの広場運営スタッフ
暑中見舞い絵柄描き・宛名書き

延回数
４３
７
２
１
１
２
２

年賀状デザイン考案、作成
ワッカもちつきの準備・手伝い

１
５

ペットボトルキャップ分別洗浄
福祉施設利用者車いす介助
計
合計（個人＋団体）

１
１
６６
１０１

延人数 延時間
４７
９３
５６ ２６６
２８
５６
７２ １５６
２
８
２９ １０４
１１
２２
１
１６

３
４６

４１
８９
２
２
３０５ ８４５
３６３ ８８０

ボランティア募集中です‼
■年賀状などの書き損
じで使用していないハガ
キはありませんか。ボラ
センところでは、このよう
なハガキの寄付をお願
いしています。

高齢者宅の窓拭きや年賀状、誕生日カード
の作成、もちつきなど、さまざまなボランティア
活動があります。ぜひ、地域のチカラになってく
ださい。連絡先:社協常呂支所☎５４－１２００

前に進むためにはバックミラーが必要だよと教えてくれた友人の言葉。後ろを振り返りながら前に進みます。

