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URL: http://www.kushiro-city-shakyo.or.jp 

メールアドレス webmaster@kushiro-city-shakyo.or.jp

本所・釧路支所 干085-0011釧路市旭町12-3釧路市鷲合福祉センター肉
｛代表）TEL0154(24)1565・FAX0154(23)3776 

岡寒支所〒085-0215釧崎市阿寒町中央1-7-12
町豊島町保健・福祉サービス複合施霞ひだまり内
TEL 0154(66)4200・FAX0154(66)4300 

音別支所〒088-0115釧館市音別町＊町3・50音別町社会相祉会館内
TEL 01547(6)2941・FAX01547 (9) 5450 

~ 私たちは地域社会の申で支えあうために『ノーマライゼーション及びソーシャル・インクルージョンJの理念の普及

a面＇n量啓発を実現すべく、障がい者の社会参加やボランティア活動、福祉教育、企業の社会貢献活動（フイランソ口ピ一）・E己主主・Fの輸を広めようと悶｜｜路市ふれあい広場jを展開してきました。今年も市民のみなさんが主体となって創りあげる

可司＿.，.. 「調｜｜路市ふれあい広場＂2014・」を開催いたします．

《6月28自国》

16:00 ふれあい広場講演会
く〉講師：ダニエル・カール氏
く〉テーマ：～がんばっペ！オラの大好きな日本～

今、できる乙と
く〉参加費： 500円

1a:oo ふれあいビールパーティー
〈〉お楽しみ抽選会
※日本製紙夕レインズ選手抽選会もあります。

。参加費： 1.50 0円

fi－し通科
; l_,ftj＿ヨ士宮h一一

ダニエル・カール氏講師略歴
高校時代、交換留学生として、奈良県智弁学園に

1年間在日．大学時代、大阪の関西外国語大学に

4ヶ月学び、その後、京都の二尊院に2ヶ月ホー

ムステイ、佐濫島で4ヶ月文弥人形づかいの弟子

入りをした．大学率業後、日本に戻り文部省英語

指導主事助手として山形県に就任し、 3年間英語教育に従事した．

その後、よ京し、セールスマンを経て、翻訳・通訳会社を設立．十

数年前からTV・ ラジオ等の仕事を兼務し現在に至る． （妻と息子

の三人家族）現在は東京に屠をおき、翻訳・通訳サービス会社を経

営する祉長を務める．英語、ドイツ語、山形弁を操り、豊富な知識

とサービス精神を生かして、レポーターやコメンテーターでもマJレ
チな活躍を続けている．

...二ご一二二 ＝・‘
《6月29日（日）》
10:00 市民ふれあい広場

く〉開会式
。演芸の広場。遊学の広場
。食の広場 。アピールの広場
。フイランソロビーの広場

※前庭企画

14:00 市民ふれあい広場
く〉閉会式

， 乙の「社協だよ州、赤い羽根共同募金助成金を活用して発行しています。

～木曜（午後）訪問診療行っています～

釧路市星が浦大通1－ア電話52-7001

‘・



釧路市権利擁護成年後見センターでは、詔知症や障がい等により判断能力tJCIミ十分で成年後見制度の利用が必要な方に却し、制

度説明、家庭裁判所への申立の宣躍、各機関との連絡調整といったサポートを行っています．

ご親族や地踊で詔知症等により金銭管理面でお困りの方、悪徳商法等の被害が1C1配な方等がいらっしゃるようでしたら、お気軽

に当センターまでご相談いただければと思います。

また、成年後見制度について良くわからないので説明してほしい、町内会やザークル、事業所等で成年後見制度の勉強会を聞き

たいので講師をしてほしいといったご要望にも同じますのでご遠慮なくご連絡ください。

【市民後見人について】
当センターでは市民後見人の質成と活劃の麦擾を行っています。市民後見人は

地鴎住民の立場から間年後男人等として後見活動（利用者の童銭管理や契約行為

等）を行います。市民後見人盤成講座を修ヲし、市民後見人パンクへ畳録し、当 孟E
センターが候補者として推薦することによって、家庭裁判所力、らの選任を憂けて ・・

活動することができます。

市民後見人が成年後見の担い手となることにより、地場住民の視点からきめ細

かい宣握力守できるため、全国的にも市民後見人に却する期待が大きく芯っており

ます．劃｜路市ではより多くの後見人活動の担い手が必要です．

当センターでは『市民後見人質成講座Jを開催しています．昨年鹿は73名の ロ

方が受講申込され、 57告が鰻3、24名が市民後見人パンク登録を行いました。 r’
実際に修3生の申で市民後見人として活躍している方もおられます．市民後見人

司、．． 

平成25年度訓路市f市民後見人養成講座j

について興疎のある方は下記連絡先までお気軽にお問い合わせください。 企平成25年度『市民後見人養成講座J修3式

ご相談、お問い合わせはこちらへ！

釧由市権利擁竃鴎年後見包ンター（社会福祉法人鍋崎市社会福祉協S書）
干085-0011創II路市旭町12置3層鋼路市繍含掴祉包ンター 3階

00154・24-1201 【聞眠時間】月・目～金・目／9:00～17:00

2014.8/314D ぃ
1e:oo~11 s:oo 

鋼蹟市観光園際安篇センター前
イベント広場棚跡事町3司

・2・



仇 tiaii…さふ日戸シ色合仇：安説－；
この日l志保健師さんと介護予防サボーターの方による 「わかが・

えりレッスンJを行いました。面白い劃きにみなさん自然と笑顔に

怠っていました。その後、手作りゲームや、 2チームに分かれて懐
メ口を輪唱すると、相手につられてしまい思オコず笑い声が沸き起こ
っていました。お昼は、み芯さんのりつ工ストで、蝿人部の皆さん

による手作り力レーライスとマリネサラダ。み怠さんでおしゃべり

一一~差ー をし芯がらの楽しいひと時を過ごしました．

萄聾•A~ a齢 包畠 サ口ン活刷の

~‘ ．’尽全ご’ 説明に伺います． ＼ 、l’E可掛＿，..，.ぜお喧ブ〈 まずは、お気睦に j 
※私たちもサ口ンをやつてみたい！サ口ンについて聞いてみたい！という方；ま？1ア喚奏q志rよ 己梱麟下さ仇 ／ 

釧路市社会福祉協議会地域福祉課電話24一1742担当：池田まで J ＇企出J ‘~

・加2甥思

‘” 
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ti軍~＂£＇.＞~~若Elll•z::::G事司
釧路市社会福祉協議会が、取り組んでいる在宅福祉サービスです。

釧路支所、阿寒支所、音別支所それぞれで地域特性に合わせサービスを提供しています。

詳細については、ご遠慮なくお問い合わせください。 段成誌日b

｜訪問介醸事業（ホーム州附ー） 釧路胡｜

要介護又は要支援者及び障がい者の方々に対しご自宅での自

立した生活を支えるため、ホームヘJレバーが訪問し、食事、入

浴、排池等の身体介護や、炊事や洗濯、掃除などの生活援助を

提供するととを通して、自立した日常生活を支援します．

ぼうよう・あさひまち・ほしがうらの3つのへJレパーステー

ションに分かれ、夜間対応型訪問介護事業と連携して24時間、

365日、サービスを提供しています．

ご利用料金等につきましては、サービス内容、利用時聞によ

って違いがありますので右記事業所までお問い合わせください．

調I崎市社会禍祉協援会

訪問介護事業所 Ir_＿！＿・＿］；，正日

居宅介護事業所E主日担． 日

干085-C幻11 釧路市旭町12番3号 T且0154(24)1595 

．ぼうようホ－ムへJレ／＇（一ステ一シヨン
干085-0813 創崎市春採4丁目10番15号 T且0154(41)4760

・あさひまちホームヘルパーステーション
干085-C氾11 劃崎市富町12番3号 Ta0154(24) 1595 

・ほしがうらホームヘルパーステーション
干084-0911 .崎市星が浦北3丁目1番：33号 Ta.0154(51)4361 

｜夜間対応型訪問介醸事業（ホームヘ州ー｝ 釧路間｜

夜間対応型訪問介護サービスは、地域密着型サービスとして

24時間安心して在宅での生活ができるように、夜間の「定期

巡回訪問」や、ご利用者などからの通報に応じた「随時訪問j

を組み合わせた訪問介護サービスです。緊急通報に対応する為、

有資格者のオペレーターを24時間365日配置し、ご自宅で安

心した支援が受けられます。

サービス内容

・転倒時の介助・トイレへの移動介助・就寝介助

・起床介助・おむつ交換・体位交換・お身体の清拭

・水分補給等

釧路市社会福祉泊目障会

夜間対応型訪問介護事業所 IL t J>正＂L"itll-!BI・：・E属杭圃

〒085-C幻11 剣随耐也町12番3号 E.0154(24) 1595 

4砂ご利用できる方
要介護1～5の方（＊要支援1、2の方はご利用できません）

。サービスの種類
定期巡回サービス

ケアプランに基づき、夜間帯に定期的に巡回して介護を行います．

オベレーションサービス

あらかじめご利用者の心身の状況、介護の環境等を把握した上で、ご利用

者からの緊急通報に対応します．

随時首聞サービス

オペレーションセンターからの指令により、ヘルパーが鹿げつけ、介護を行います．

4砂サービス提供時間
夜10時から朝6時まで（日中のサービスと組合せ24時間対応が可能）

。ご利用料金
・基本料金：1,681円（処遇改善加算含）・定期巡回：395円（1回あたり）
・随時訪問目：595円（1回あたり）

｜訪問入浴介開業 釧路胡｜

訪問入浴サービスは、高齢者や身体の障がいなどで寝たきり
の方、一人での入浴または家族のサポートだけでは自宅の浴槽

では入浴が出来ない方へ、移動式浴槽をお部屋に設置し、お体

に負担をかけないように、湯温度、湯量、入港時間などをご利

用者に適切に合わせ入治していただきます。

サービス内容
・入浴車到着時看護師による健康状強確認司浴槽等の撮入

場入浴＝争入浴径の健康状態確認（血圧等）＝争退出

Iご利用料金1介護保 険対象者： 1固につき1,282円

重度身体陣がい者（児）：無料

ゆ 創l飴向い書就労間企業

＝過去に製作した物件＝

・中国語（繁体字・簡体字）・韓国語

ベトナム語・タイ語・フランス語
ロシア語等の表示看板

・工アー送風式着ぐるみ

・大型展示ケース

・オリジナルタイルカーペット

劃崎市社会禰祉協援会

訪問入浴介護事業所 IL t"j>,;;• 五二日‘’E量E・＇ll:H：・
干085-C幻11 111路市芭町12番3号 Ta0154(24) 1595 

・各種屋内外看板
・大型デジタルブυン卜

佐々木工芸
〒085-00幻自｜｜路市愛圏西4丁目22醤10曙
TEL(Ol 54)37-1910・円以37-6792

.. 



｜移送サービス（寝たきり高闘縛移送サービス） 阿寒胡音別踊

劃｜｜路市からの受託により、阿寒地区、音別地区で通常の交通手段では外出が困難な方に

ついて、移送用車両（リフト付き車輔やストレッチヤー装着ワゴン車等）により、居宅と

医療機関などとの聞の送迎を行います。

対象者、利用料など地区によって遣いがありますので、下記にお問い合わせください。

移送サービスに関するお問い合わせ

同署TE1.D154(66) 4200・音別 Ta01547(6) 2941 

｜適所介闘葉町ー以） 銅｜路期間寒 期 制 問

通所介護（デイサービス）は、要介護、要支援者を対象に、

日帰りで送迎・健康チェック・入浴・食事・機能訓練などのサ

ービスをご利用いただき、楽しく充実した1日を過ごしていた

だくための施設です．

ご利用者の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機

能の維持向上などを図るとともに、ご家族様の身体的・精神的

な負担の軽減を図り、ご本人と家族の福祉の向上を目指すサー

ビスです．

主なサービス内容

・迎え・到着 ．健康チェック ・入浴

．随時 介置・介助（揖漉・移動・整容） ・食事 ．交涜・フリー・休養

・蜘捌傭・アクテイピテイ・体操・レクリエーション・季節行事等 ・送り

社鋪祉法人釧路市社会構祉協議会通所介護事業所

・ぼうようデイサービスセンター a_ E町田柚陸相叫出羽

干085圃0813 鋼路市春採4丁目10番15号 TB.0154(41)2588 

.，ましがうらデイサ一ピスセンタ一 匪主日白·~... 是‘II且•1:
干084-0911 鍋路市星が2宵~1:3丁目1番33号 T旦0154(51)0355

．て．つほ〈デイサ一ピスセンタ一 E主－括目拍町＇ LeliH ：~岨
干085-0037 釧路市柳町1番43号 T且0154{23) 5333 

・同署町デイサービスセンター lr__j訂日岨•Lelilt:ttl!Y..I
干085-0215 jfl路市阿寒町中央1丁目7番12号 1包0154(66)1041 

・釧路市音別町指定通所介護事襲所 ._ t抗日岨陛抑制四

干088-0116釧路市音別町中園2丁目119番地1 ia.01547 (6)0506 

｜居宅介眼支援事業 銅｜路踊阿寒期間U胡

介護保険で要支援罷定・要介護認定されたど利用者及びご家

族の依頼により、ご利用者の心身の状態及びご家族の状況に応

じて、その希望に基づき、介護保険での様々なサービスが総合

的に提供できるように居宅サービス計画（ケアプラン）を作成

します．

また、介護がスムーズに行えるようにサービス実施機関など

との連絡調整を行います。何か心配なととやお困りの乙とがあ

りましたらお気軽にご利用ください．

釧路市社鋪祉協議会居宅介護支援事業所

・あさひまち居宅介眼支援事難所 Eよ訂正副岨陛M刷：H:I

干085-0011 釧路市旭町12番3号 B.0154凶）車問引54側首73
・てつほ〈居宅介護支援事業所 lr__t＇主正 U 岨 陛M刷 日 団

干085-0037 釧路市柳町1番43号 B.0154 (23) 5334 

・阿寒町居宅介露支援事業所 ._ E日日拍陛叩叫叩圃

干085-0215 銅｜路市阿寒町中央1丁目7番12号 B.0154 (66) 4200 

・おんべつ居宅介護支援事襲所 ・~ l Eii 圭ョ·~.. ,f,UI’・・・・咽
干088-0115 釧路市音別町本町3丁目50劃 色 B.0154 7 (6) 2941 

｜釧路市東部南地域包括支援センター（介躍予防支援事蜘｝ 釧路踊

地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすzとができるよう介護サービスをはじめ、保健・福祉・

医療・健康など、様々な相談に応じ、高齢者の生活を総合的に支えるための地域の中核機関として、市内7箇所に設置されてい

ます。

劃｜｜路市社会構祉協議会では「東部地区南部」における地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定、保健、医療の向上と掴祉

の増進のため、要介護認定で「要支援1・2Jの方を対象に自立した生活を送る乙とができるよう予防プランを作成します。

何か心配な乙とやお困りの乙とがありましたらお気軽にご利用ください。

釧路市社会福祉協議会

釧路市東部南地域包括支援センタ一（介護予眠援事業所） II[王：指臼岨附”河•11:;
干＇085-0813 釧路市春採4丁目10番15号 B.0154 (42) 8222 

ぐるっと、ひとつなぎ。

‘’ 

ゆ 釧路市障問就労醐企業

確かな印刷技術と訴求力のある広告で人とのつながり、

地域とのつながりを築き、お客織との結びつきを広げていきます．

TOTAL  PRINTING  

SUDA株式会社須田蜘銅蹴店

釧路支店／釧路市古川町29番3号 tel:0154-2号1717
・札幌本社・旭川支社・苫小牧支店耐竃Jll営難所 ・帯広曽難所 吋t見置県所・関東支店
同首o・//www.sucta.co.jp



平成25年度 釧路市祉協決算報告（資金収支計算書）

勘 定 科 目 予算額 A 決算額 B

①事業活動収入 721, 136,000 664,802,787 

＠事業活動支出 723.800.000 680. 148,779 

＠事業活動賞金収支差額 ①ー＠ L::..2,664.αm  L::.. 15.345.992 

④施殴整備等収入 。 。
⑤施設整備等支出 25,435,000 25,279,222 

⑥施飯豊備資金収支差額 ＠ー⑤ ム25,435，α刻。 ム25,279.222

①その他の活動収入 28,063,000 64.412,031 

⑨その他の活動支出 200,000 37,140,795 

⑨その他の活動資金収支釜額 ⑦ー⑥ 27.863.000 27.271.236 

⑩当期資金収支差額合計 ＠＋⑥＋⑥ ム236,000 ム 13,353,978

⑪前期末支払資金残高 1.383.000 78.588.463 

⑫当期末支払賞金残高 ⑪＋⑪ 1.147.αm  65.234.相 5

日頃より、共同募金運動にご協力をいただき、誠にありがとうございます。

差異A-B

56,333,213 

43.651,221 

12.681.992 。
155,778 

ム 155,778

L::.. 36,349,031 

ム36,940,795

591.764 

13.117.978 

ム77,205.463

L::..64,087.柑 5

【①事業活動収入のグラフ】

（単位：円）

介霞保険
事業収入
52% 

先日、平成25年度iこ寄せられた募金から福祉関係団体や施設に助成金をお渡しさせていただきました．平

成26年度の募金目標額も決まり、10月1日からの運動開始に向けて準備を進めてまいります。本年度も大

変厳しい社会情勢ではございますが、共同募金運動へのご理解とご協力何卒よろしくお願い申し上げます．

平成26年度募金目；標額
蔀い顎朕間募金 1852119刊
市民歳末たす吋あい事金 20伽円

福祉団体や施設、祉協への助成を行いました．

A助成｛舗・雌健It醐慮｝ 10件／2,147,000円
B助成｛市町判制雌肘剛慮155件／8,688,840同
銀｜｜路市共同募金委員会の平成25年度募金実績額17.434.840円

に対し、平成26年度助成額が10,835,840円となり、還元率は62%

となりました。助成金は主に下記のような活動に活かされています．

図固固園田園
ボランティア 学習・研修 地域サロン障がい蓄が働く こどもの DVシェルター

支援 健康づくり作業所の支援交罰初場

iftい羽恨『裏金バッジ』2014
本年度も赤い羽根『募金バッジJを作成

しました.1個500円の募金でバッジをひ

とつ差し上げるという運動で、うち豹

380円が募金となります。本年度はH24

道東版の『タンチョウバッジ』を新たなデ

ザインとしたものと劃｜｜路湿原・阿寒・摩周

観光圏キャラクターをデザインした『つ

るまるバッジ』の2種類を作成しました。

取扱いは本会事務局のほか、阿寒・音別地

~・一一一『タンチョウ＇）＇（，ッジ2014J

区委員会事務局で行っておりますので、

ご協力よろしくお願いします。
※『タンチョウバッジ」は6/28「銅｜路市ふれあい広

I 場」から協力を呼びかける予定です．『つるまる 拙温厚隅・醐観光・押 ヲ矧 一

、‘ バッジ』は7月中旬予定． 『つるまるバッジ』

‘ーーーーーーーーーーーー

～寄付者に向けたありがとうメッセージ～
前年度（H25）の助成先より寄付者に向けたありがとうメッセージ

が届いていますので、その一部をど紹介します．
r•ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・、

助成先：NPO法人きらり オフィスきらり 、
助成内容：［草刈り機購入】

～みなさまのお気持ちで、草刈り機を購入さ

せていただき、草刈り作業が計画していた回

数より早く完了したり、機械の振動が少ない

ため、使用する者の負担が軽くなりました。さ

らに、刈り取られた草も細かく少なくなり、草

集めをする利用者さんの負担も軽くなりまし

た．草刈り作業が楽しく行えるようになりま

した。ありがとうございました。～

東日本大震災の発生を受け、共同募金会（委員会）では平成23年
3月14日から災害義援金募集を行ってまいりました。乙の問、圏
内外の多くの皆さまからど寄付をいただき、寄付額は410億円を
超えています。多くの皆さまからの温かいご支援、ど協力に心より
御礼申し上げます．お預かりした義援金は、『義援金配分割合決定
委員会」の決定に基づき、その全額を被災された方々の生活再建の
ためにお届けしています。共同募金会（委員会｝では平成26年3月
31日をもって、東日本大震災義援金の受付を終7いたしました．
東日本大震災義援金にど協力いただいた皆さまに、乙Zに改め

て心より御礼申し上げます。
共同募金会義援金舗額 414億8505万2790円（胡却日現由
・北海道共同募金会 (6傭8418万7487円）
・劃II路市共同募金委員会 (542万5793円）
※日本赤十字祉では、継続して義援金募集を行っております．

‘2・
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