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1.平成26年度鍋蹟市『市民後見入費成踊座」を開惜します！

高齢化・認知症高齢者の増加に伴い、成年後見人のニーズが高

まるなか、全国的に成年後見人の担い手が不足しており、釧路市

もその例外ではありません。

釧路市及び釧路市権利擁護成年後見センターでは、成年後見制度

の担い手として地域で支え合う市民後見人の養成を行っております。

昨年度は57名が講座を修了され、既に十数名の修了生が市民

後見人と して活躍されています。

昨年度に引き続き、今年度も下記の日程で釧路市 「市民後見人

養成講座」を開催いたしますので、市民後見人として活動してみたい

方、市民後見活動に興味のある方は是非ご参加ください。

【市民後見人とは…】

企平成25年度養成講座修了生

一般市民が後見人となり市民の視点、から、その人らしい生活が送れるように、本人に代わり財産管

理や各種契約、見守り等の身上監護を行います。成年後見人の担い手と して期待され、 今後ますます

需要が高まるものと思われます。

【講座開催内容】

・ 主催 ：創｜路市・釧路市権利擁護成年後見センター

・会場 ：到｜｜路市交流プラザさいわい

・日 時：平成26年7月1日（火）～平成26年 10月23日（木）までの全9講他（予定）

・内 容 ：講義、グループワーク、福祉施設体験実習等

・参加費：無料

・対 象： 甜｜｜路市民 70名

（市民後見人として活動する意欲のある25歳～74歳の方）

・申 込：申込書に記入いただきますので、まずは下記連絡先までご連絡ください。

申込の期限は平成26年 6月27日（金）です。

E連絡先：釧路市権利擁護成年後見センター 0154(24)1201 



～釧路支所からのお知らせ～

2.鍋蹟市ふれあい広場“2014”を開催します

先般、 5月12日 （月） 実行委員会と 14日 （水）には企画専門委員会が開催されて、 正式に釧路市

ふれあい広場“20 1 4”が釧路市観光国際交流センターに於いて開催されることになりました。

当日はたくさんの方々の参加をお持ちしております。

06同288（土）

16=0 0～13,n,.い広場自信潰会
。講 師 qニZ/L・11-IL(11レ〉ト）
く〉手ーマ 『～が，..，，っペfオ弓ぬ大腸き捗日本～

今、吉さることJ

く〉拳加費 50 0円
18:0 0～13,n,.，，ビールバー手ィー

<)Ch楽しお抽選会（日本製紙ヴレイシ~選手にcf;る抽選会）
0拳加費 I. 50 0円

06同29日（日）

10=0 0～市民13,n,.，，広場。閉会式

0演芸ぬ広場 O遊学ぬ広場 O食ぬ広場
07'ピーIL~広場 07ィ弓〉ソロビーぬ広場 O前庭企画

14:00 く〉閉会式
送撃しくは地域振興係まで0154(24) 17 42 

～阿寒支所からのお知らせ～

3.第43圃福祉団体合同大運動会開催c;)(ft知今世 1

阿寒地区5老人クラブや身障会 ・難病会など町内の福祉団体の皆さん、

阿寒幼稚園の親子や子育てサポートセンターすくすくの会員親子ち参加

し、 競技などをとおして親睦と交流を図ります。

・開催日時： 6月22日（日） 9:30～13:30 

・ 会 場 ：釧路市阿寒町スポーツセンター（競技会場〉

釧路市阿寒町公民館（懇親会場〉

～音別支所からのお知らせ～

※写真は昨年度の様子

4.審のごみクリーン作戦が行われました！
5月10日 （土）音別町ボランティア連絡協議会主催「春のごみクリーン作戦Jが行われました。

当日は、音別町社会福祉会館前をスタート し、音別町運動公園までの約1時間清掃活動を行いました。

この事業は、春と秋の年2回、まちを自分たちの手できれいに

しようという目的で実施しています。当日は例年参加していただ

いている音別ロータリークラブ ・音別郵便局・大地みらい信用金庫

音別支店 ・老人クラブの皆様、そして音別町放課後子ども広場の子供

たち、約 50名が春のごみ拾いに汗を流しま した。

～2～ 



5.平成25年度釧路市社会福祉協議会の決算を報告します（資金収支計算書）

勘定科目 予算額A 決算額B 差異A-B

①事業活動収入 721, 136, 000 664, 802, 787 56, 333, 213 

＠事業活動支出 723, 800, 000 580, 148, 779 43, 651, 221 

＠事業活動資金収支差額 Li.2, 664, 000 ム15,345, 992 12, 681, 992 
①喝

＠施設整備等収入 。 。 。
＠施設整備等支出 25, 435, ODO 25, 279, 222 155, 778 

＠施設整備資金収支差額 ti25, 435, 000 ti25, 279, 222 6155, 778 
＠。

単位：円

勘定科目 予算額A 決算額B 差異A-B

⑦その他の活動収入 28, 063, 000 64, 412, 031 ti36, 349, 031 

＠その他の活動支出 200, 000 37, 140, 795 ti36, 940, 795 

＠その他の活動資金収支差額 27, 863, 000 27, 271, 236 591, 764 
R-R 

⑬当期資金収支差額合計 ti236, 000 613, 353, 978 13, 117, 978 
＠＋＠＋⑨ 

＠前期末支払資金残高 I, 383, 000 78, 588, 463 M7, 205, 463 

⑫当期末支払資金残高 l, 147,000 65, 234, 485 Li.64, 087, 485 
動＠

6.銅｜路市共同募金委員会からのお知らせ

平成26年度 B助成（市町村地域使途計画助成）の決定報告

先月のA助成（全道・広域使途計画助成）決定報告に続いて、 今月はB助成（市町村地域使途計画助成）の決定内容を

報告します。里遺」主E.投与総額8,688,840円すベエ及毘感益法亙L主L主且
（前年度は、申請60件、総額9,421,096円のすべてが助成決定）

［＠釧路地区／35件・ 5,878,001円】・【・阿寒地区／13件・ 2,051,494円】・【く〉音別地区／7件・ 759,345円】
ー ボランティア支援 1.144千円 ｜ ｜・・咽陣 地域福祉・地域サロン・健康づ〈り 762千円

。割崎市ボランティア連絡協議会 I I nl’E O釧路市老人クラブ連合会 ［健康をすすめる運動普及事業］司76千円
［劉｜路市ポラツティア連絡協議会運営事業］＝キお4千円 ｜ ｜・晶岨岨， 。わたぼうl泊家［地域住民のたまり場事業）当76千円

。〈社儲・剣bボランティア団体活動支援事業133千円 ｜ ｜ ・〈社箇・阿） IJ弛i要ネットワーク事業450干円
。〈往臨・齢ボランティアセンター活動基盤整備事業237千円 I I O<社箇・音＞1]1地鼠ネットワーク准進事業1印千円
。〈社儲 ・齢ボランティア研修瀧事業＆I\ラッティア愛ランドj閑~95千円 ． 
。〈社協・齢 共同募金推進箇力費3日千円
・ダルマ奉仕部会 ［奉仕作業活動の実施］::}25千円

禍祉情報を伝える 1,307千円
。創崎市連合町内会 ［広報紙「連町通信」発行］司228千円
。財由法人北海道難病連釧路支部 ［機関紙発行事業］斗47千円
。〈社協・釧〉 「くしろ市社協だよりJ作成・発行事業636千円
。〈社箇.r!I>「鋭路市祉会福誼也議会事業援要j作成・啓発事業76千円
．〈社協・阿〉福祉だよりの発行220千円
〈〉〈社協・音〉広報活動挺進事業印千円
〈〉〈社協・音〉易体障がい児・者福祖I活動啓発助成事業40千円

三世代交涜 1.453千円
。〈社協釧〉郵｜｜路市ふれあい広場開催事業1,047千円
・阿寒町老人クラブ連合会［三世代交流事業］坊70千四
国〈社協・阿〉阿寒町ふれあい広湯116千円
〈〉〈社協・音〉音別町ふれあい広場220千円

こどもの交1Jlt:Q)場 199千円
。釧路市女性団体連絡協議会

［釧｜路市おもちゃライブラリー運営事業］斗152千円
。釧路市子ども会育成連合会 ［地域こども会の体駿事業）司47干円

募金雄進管理経費（共同募金運動の准進に使われる経費）＠釧路地区委員会873干円

図
DVシz.）レター 152千円

。駆け込みシ工ルター釧路［ドメスティック・バイオレンスシ工ル
ター運営事業及び啓発予防事業）司152干円

子育て支援 229千円
。北海道小埠会創随分会

［ダウン症児・者倒的障害）と保護者の会関日産］＝キ47千円
。く社箇・剣P早期発達支媛事業（ポニーの教室）182千円

隊約、者が・〈作業所の支援 470干円
。サン・フラワー［多目的テーブル購入｝＝キ42千円
。すてつぶ ｛クッキー生地製品保寄容器購入］＝キ36千円

。すてつぶとっとり［アルミトレイ・パット矯入｝＝喝O千円
。多後能事業所ぴ－rSIる［作業用フ方ールデングテーブル・パーテ
ーション購入］ ニキ47千円

。こぶし作業所 ［冷蔵庫購入］司47干円
。釧路リカバリーセンターすく楽夢 ［丈］フ工部門新設に伴う厨房用
品整備事業（集じん機購入）］司43千円

。オフィスきらり ［きらり施設関放交流事業］＝斗37千円
。島匡ゴマサーカス［草刈り業務に使用する刈払機の購入］＝キ47干円
。くしろわんこ［トリミング滞険機購入］司47平岡

。くしろばんや ［イラストレーター（ソフト）購入］当47千円
。くしろ夕日カフェ［レジスター購入］司47干円

・阿寒地区委員会320千円 。音別地区委員会89千円

学習・研修及びボランティアのための自信座

。オアシス［オアシス研修］＝キ47千円
。一位社団法人さわやか釧路 ［スキルアップ研修事業］斗47千円
。〈社箇・鋭〉飽i翼ふくし講座開催事業47千円
・阿寒町ボランティア団体連絡協議会

［リーダー研修交流会の実施］斗60千円
・阿寒町難病者友の会［会員研修交流会の実施］＝判5干円
・後見ネットワーク阿寒 ［スキルアップ事業］司30千円
．〈社協・阿〉住民研究集会250千円
．〈社協・阿〉福祉研修会参加促進200千円
。〈社協・音〉老人クラブ連合会育成事業120千円

816千円

内

J

イベント開催 485千円
。釧路市母子寡婦会 （r5れあい母子寡婦・父子の集い開催事業］司76千円
。釧路地区障害老人を受える会

［たん閉まの会30周年記怠誌発行事業］＝キ114千円
・雛身締害者蹴協調割分会情害者の日Jの集い哨的 ＝キ20明

．〈社笛・何〉福祉団体合同運動会275千円

学童保育 389千円
。〈社t~ ・銚〉児童館 ・児童センター母親クラブ活動支援事業31 9 千円
。〈社協・音＞ it!ll要児童育成事業70千円



7..緊急速絡カード推進事業（愛称：安心バトン）の普及状況

地 区
全市普及を目指して重点事業として進める緊

急連絡カー ド推進事業“安心バトン”の普及状況

は表のとおりです。今後実施を検討している町内

会がありましたら、こちらから町内会の総会や役

員会に参加させていただき、15分程度で事業の

取り組み方などについて説明をさせていただき

ますので、ご検討・ご連絡よろしくお願いします。

割｜｜ 路 東部南

東部北

中部南

中部北

西 部

小計（釧路地区）

阿寒

音別

ボランティア二週屡支援獲旦民生虫位民銀
合計（全市）

8.掲示 板

愛情銀行からのお願い

（釧路地区）
当事業は使用しなくなった介護用ベッド

などをご寄贈いただき、必要とする方に

給付する仕組みです。現在、 在庫が不足

している状況ですので、お譲りいただけ

る方はご連絡お願いします。なお、状態

によりお預かり出来ないものもあります

ので、あらかじめご了承ください。

ボランティアセンタ一二型蹟
0154 (24) 1648 

～ホームヘ＇＂＇ tー募集中～
＝キ勤務時間／8時～18時までの聞の

2～5時間
斗勤務日数／1週間5日程度

＝キ賃 金／1時間1,100円～（通勤手当

別途支給・経験年数に伴う

昇給あり）

＝キ身 分／定時職員（パートタイマー）

※詳細については下記へお問い合わせく

ださい。

宜主費量サービス謀0154(24)1595

生活福祉資金貸付事業

担当者からのお願い
貸付ケースを担当されている民生委員さ

んで、償還が困難なケースや転居などの

動き等でお気づきの点がございましたら

事務局までご連絡願います。また、こち

らからの情報で間違いなどがありました

らお知らせ願います。

坦量蜜貝偏0154(24)1742 

夜間対応型訪問介護事業のご紹介
サービスの組み合わせにより24時間対応

可能。ボタンlつで連絡できる安心の訪

問介護サービスです。万が一の転倒時も

へ／レバーがご自宅に訪問します。要介護1

～5と認定された方がご利用できますc

基本料金： l,681円（1ヶ月あたり）

※詳細については下記へお問い合わせく

立さいs

在宅摘祉サービス標0154(24)1595

町内会数 申込数 達成事

98  60  61 % 

1 1 1 70  63%  

97 52  54%  

69  43  62%  

7 8 59  76%  

453 284 62%  

3 6 33  92%  

1 8 1 8 100% 

507 335 66%  

平成 26年5月 20日現在

子育てサポートセンター・

すくすくのご紹介
I子育ての援助を受けたい方jとI育児

の援助を行いたい方Jが会員となり、お

Eいが地域の中でたすけあいながら子育

てをする会員制の相互援助活動です。ご

利用・活動を希望される方は各所の担当

へご連絡下さい。

ll踏0154(24)1742
・阿寒0154(66) 4200 
・音別01547(6) 2941 

訪問入浴サービスのご紹介
ご自宅の浴槽で入浴が困難な方に対し、

専門スタッフがご自宅を訪問し、お部屋

にいながら入浴ができます。利用者様の

プライバシーに配慮し対応致します。

タオル・パスタオ／レはこちらでご用意し

ております。

利用料金：介護保険対象者］回l,282円

障がい福祉サービス対象者：無料

在宅摘誕サービス揖0154ロ4)1595 

鋼酪面題調櫨麗戚隼鎗易也ンター
～成年後見制度の利用をサポートします～
日常生活に不安のある方は、お気軽にご相談ください。

園田相談掃所 ・連絡先

釧路市社会福祉協議会（総合福祉センター3階〉 TEL: 0154(24)1201•FAX:0154(24)3762 

～4～ 


