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兄ちゃんが帰ってきた。
79 年ぶりに兄の新江繁規さん（旧常呂村出身＝写
真：肖像画）の日章旗と対面した中股かず子さん（豊
浜/93 歳＝写真右側）は、11 月 6 日、北見市老人い
こいの家で開催された「日章旗返還式」で、辻直孝市
長から手渡された日章旗を「兄ちゃんが帰ってきた」
と震える手で受け取りました。

太平洋戦争の激戦地となったソロモン諸島ガダル
カナル島で戦死された新江さんの日章旗は、米軍兵
士がアメリカに持ち帰り、遺品を預かった親族が日
章旗返還運動を知り、米国の「ＯＢＯＮソサエティ」
（捜索担当：工藤公督氏）に託して実現したもので
す。この日は、妹の渡部規子さん（江別市在住）
、工
藤早苗さん（札幌市在住）も同席しました。

【年末年始の休館】 令和３年 12 月 29 日～令和４年 1 月 3 日：北見市老人いこいの家/常呂町在宅ケアセンター

皆様のあたたかいお気持ちが地域で安心して暮らすことへとつながります。ご協力をお願いします。

がはじまります。

≪１２月１日～１２月３１日≫

～つながり ささえあう

みんなの地域づくりのために～
地域の皆様が明るくお正月を過ごせるように「歳末た
すけあい運動」が１２月１日から始まります。新たな年
を迎える時期に支援が必要とする世帯（生活保護世帯は
除く）への見舞金などを贈呈します。地域で安心して暮
らすことができるよう、みんなで支え合う、あったかい
地域づくりにご支援ご協力をお願いします。
【歳末たすけあい共同募金運動の目標額】
令和３年度目標額 ・・・４００，０００円
【北海道共同募金会からの配分事業】
・歳末たすけあい見舞金
・前年度に配分を受けた事業として３つの事業に活
用されます。
（①おむつ支給事業②ふれあい昼食会
③ワークサポート事業）

健康体操でリフレッシュ「ふれあい昼食会」
高齢者同士の交流を深めようと 70 歳以上のひ
とり暮らしの方ら４３名が集い「ふれあい昼食会」
を 10 月 19 日、多目的研修センターで開催しまし
た。今回は、健康体操「おうちで出来るいきいき体
操」を常呂総合支所の田村保健師と伊藤保健師か
ら指導していただきました。その後、ゲームや交流
で楽しいひと時を過ごしました。
↑ 「お家で出来るいきいき体操」を楽しむ参加者の皆さん

参加者募集

「

と き◎令和３年１２月１０日（金）
午前１０時～午前１１時４５分
ところ◎北見市多目的研修センター
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今年３回目となるふれあい昼食会を開催
します。今回は、ミントマジシャンズクラブ
（長谷 敬会長）によるマジックショーのほ
か、参加者同士の交流会を予定しています。
また、今回からあたたかな手作りお弁当を
お持ち帰りできるように準備を進めます。
参加料は一人３００円、お弁当代の実費で
す。皆様の参加をお待ちしています。参加申
し込みは、老人いこいの家へ☎５４－１２００

ＪＡところ収穫祭で募金箱を持ったＪＡ青年部。募金すると食育で用意した野菜入りの袋を笑顔で渡してくれました。感謝！

＊新型コロナウイルス感染症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。

１２月・１月の催し・お知らせ
【12 月】
８（水）：いこい茶房（13：30 いこいの家）
10（金）：ふれあい昼食会（10：00 多目的センター）
13（月）：ふまねっと体験（9：30 いこいの家）
17（金）：オレンジカフェ（14：00 喫茶「しゃべりたい」）
23（木）:いこい茶房（13：30 いこいの家）
【１月】
19（水）：ふまねっと体験（9：30 多目的センター）
20（木）：いこい茶房（13：30 いこいの家）
25（火）：高齢者疑似体験（9：30 常呂中学校）
27（木）：支え合いの地域づくり会議（13：30 いこいの家）
皆様からお寄せいただいた
ご寄付は地域福祉の向上
のために役立たせていただ
きます。

【ご寄付・ご寄贈】
田渕 征夫 様（南町）

５万円

・福祉推進のために。

〈地域ふれあい事業のご案内〉
（１） 安心訪問事業
ひとり暮らしの方に年４回、自宅に伺い近況をお聞
きしながら、社会福祉協議会の事業をご案内します。

｛

食育で子どもたちが収穫し
た玉葱やじゃがいもを提供
して 200 袋がなくなりまし
た。僕らもチャリティー募金
で役に立てることができれ
ば続けたいと思う。作物を育
てるのは大変だけど、一から
考えながらやると頑張れる。
農業機械の作業が楽しい。

いまはしひろゆき

今橋博行さん(福山)/ＪＡところ収穫祭で赤い羽
根共同募金活動したＪＡところ青年部長/猟友会
会員 /ドライブが好き/常呂町出身の独身３３歳

Ｊ
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寄部
付が
ＪＡところ青年部（今橋博行部長）の皆さんが赤い羽根共同募金活
動を行い、常呂地区委員会に 32,857 円を寄付されました。（11/2）

（２） ふれあい昼食会
７０歳以上のひとり暮らしの方らに年４回、ゲームや
手づくりお弁当を楽しみ、参加者同士で交流します。

（３） ふれあい郵便
小中学生・高校生から誕生日お祝いカード、暑中見
舞い、年賀状を贈ります。
【お申し込み・お問い合わせ先】
北見市社会福祉協議会常呂支所 ☎５４－１２００

かんたん餅いなり

◆お問い合せ先◇

（市外局番 0152）

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

☎54－3443
☎67－7532

かんたんクッキング（28）
（25）

◆作り方
①市販の味付けいなりの皮に、切り餅を入れる。
②皿に乗せて、電子レンジ（500Ｗ）で、ラップ
無しで 40 秒（1 個）加熱する。
③切り口が少し硬めなので、レンジから取りだ
し、少し置くと柔らかくなる。2 個なら１分～1
分 10 秒かける。
④スライスチーズを餅の大きさに切り、餅に重ね
て皮に入れたり、餅に海苔を巻いて入れても美味
しい。
（提供◎育味の会）

今月のかんたんクッキングは「餅いなり」
。餅と言えば、正月の雑煮ですが、師走でもうひと踏ん張りします。

＊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.214

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
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◆ボランティア講座◇

コロナ禍でも「飛んでけ！車いす」活動に感心しました。
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ボランティアで新たな世界をひろげよう―と、ＮＰＯ法人「飛
んでけ！車いす」の会の吉田三千代さん（札幌在住）を講師
に１０月３０日（土）、老人いこいの家で２０名の参加者が集り
初のオンラインによる「ボランティア講座」を開催しました。
吉田さんのボランティアは、英国の大学留学中に体験したの
がきっかけ。その後、平成１０（１９９８）年に「飛んでけ！車い
す」の会を立ち上げ、現在は代表理事として活躍しています。
会では、「手から手へ」をモットーに海外８１カ国３１２０台の
車いすを飛行機で海外旅行する人に手荷物で持っていっても
らうようです。吉田さんは「大河の一滴かもしれないけれど、手
から手へ届けることに意義があります」とボランティアの大切な
心構えを話してくれました。また、コロナ禍の中でも、札幌市内
で車いすの貸出しや整備のサービス事業を行っているという
話などに、参加者は熱心に聞き入っていました。

窓拭き希望の２５軒を「まごの手届け隊」

使用済みつめかえパックの回収に
ご協力ください。

秋晴れで「まごの手届
け隊」日和となった１０月
３日、７０歳以上のひとり
暮らしのお宅で希望のあ
った２５軒に窓拭きのボラ
「まごの手届け隊」の活動を喜ぶ利用者

ンティア活動をしました。

参加したのは、「地域実習」の常呂高校生５名と引率教
諭のほか、職場や一般の方を合わせ１２名。窓拭きを通し
て「地域の皆さんと話しができ、高齢者の方に感謝される
とうれしかった。やりがいがある」などの声も聞かれました。

■プラスチックゴミを削減して資源化する
「使用済みつめかえパック」はご自宅にあり
ませんか。ボラセンところでは、いこいの家
玄関に回収ボックスを設置しています。皆
さんのご協力をお願いします。

「いや～、助かるね」と、まごの手届け隊のボランティアさんに声をかけていただく。お互い様ながら嬉しい。

