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1 .「第29回釧路湿原全国車いすマラソ辺大会」が開催されます！

0日 時： 8月31日（日）9 : 3 0スタート

。コース：郵II路市民陸上競技場～美原・芦野地区市道

O距 離： 2km・8k m ・ハーフマラソン

オープン競技＝ショートコース 300m

※健常者は2kmのみ参加できます。

＜大会参加者及びボランティアを募集しています＞
【大会参加者】
0参加資格：身体障害者手帳をお持ちの車いす使用者及び

健常者で車いすが使用できる方

（競技に使用する車いすは各自でご用意ください）。

O参加料： 1,00 0円

0申込期日 ：7月 12日（土）

【ボランティア】
0活動内容 ：コース係員として、コースの設営や選手の安全確認や

応援を行し、ます。

0その他：ボランティア説明会を8月26日（火）に実施します。

～釧路支所からのお知らせ～

2.「夏のボランティア体験・職業体験事業」を実施します。

当事業は主に子どもたちの夏休みの期間を利用し、社会福祉施設やボランティアサークルで、の体験を通じて、

福祉について理解を深め、学校や地域におけるボランティア活動の促進を図るとともに、将来の夢や仕事に就

いて考える機会をつくることを目的に開催しています。ぜひ、周りの子どもたちにお声掛けください、

0体験期間： 7月下旬～8月下旬

0体験内容：別添の体験プログラムをご参照ください。

0参 加費：無料。但し、活動場所への交通費や昼食代は自己負担となります。

0事前説明会 ：7月28日（月） 13:30～、甜｜｜路市総合福祉センター lF大ホーノレ

当事業は今年度で3年目を迎えますが、昨年度は高齢者福祉

施設や障害者福祉施設、ボランティアサークノレに受け入れの協

力いただき 30のプログラムを組んだところ、 64名の子ども

達が参加し、延べ 11 7回の活動を行いました。

参加した子どもたちからは、 利用者さんから元気をもらっ

た、将来福祉の仕事に就きたいなどの感想をいただきました。

また、受け入れ施設からも、子どもたちと接することで利用者

さんがとても喜んでいたなどのお声をいただきました。



3.釧路市ふれあい広場“2014”事業が終τしました

6月28日（土）～29日 （日）と 2日連続で「釧路市ふれあい広場 “20 1 4勺が開催されました。

28日（土）は「ふれあい講演会Jでタレン トのダニエル・カール氏による講演会が開催され、参加者の皆

さんも震災関係のお話の内容を聞き入っておりました。 18時からは「ふれあいビーノレパーティー」が開催さ

れ、今年も日本製紙ク レインズによるお楽しみ抽選会が行われ大いに盛り上がりました。

29日は（日）「市民ふれあい広場Jが行われ、様々な広場や部に分かれて幅広く練った企画が成功に繋がり 、

楽しい一日となりました。

4.釧路市ふれあい広場“2014”コミパト口竺ル隊のお払について司

6月 29日（日）の市民ふれあい広場では io:oo～i4:30まで有志の民生委員 ・児童委員 32名による、ごみ

の分別収集や指導、更にゴミステーションまで、の排出作業を行って頂いた結果、会場の衛生環境を美しく保つ

ことができました。この場をお借りして御礼申し上げます。

～阿寒支所からのお知らせ～

5.「第28固釧路市阿寒町ふれあい広場」を開催します！

地域で暮らす人々がともに支えあっていきていくノーマライゼーション理怠の普及と障がい者の社会参加

を目的とした「第28回釧路市阿寒町ふれあい広揚」 〈「阿寒ふるさと・ほろろんまつり 2014」併催〉を下

記の日程で開催いたします。

今年ち阿寒地域の福祉団体等による展示即売および啓発コーナーのほか、「ふれあい福祉ウルトラクイズ」

や 「伝京遊び体験講座」などの各種体験コーナーち行われますので、皆様方のご来場をお待ちしております。

・とき：平成26年7月27日〈日） 1 0: 0 0～15:00 

・ところ ：釧路市阿寒町缶政センター横特設会場

※写真は昨年度の様子

～音別支所からのお知らせ～

6.国道美化活動がはじまりました！

6月3日（火）ボランティアサポー トプログラムの一環と して、音別市街

地に面した国道38号線沿いの花壇整備を行いま した。音別町ボランティア

連絡協議会が中心となり、音別憩いの郷をはじめ、地域の皆さんが参加して、

黄色とオレンジのマリーゴールドの植栽が行われ、国道が美しい花で彩られ
ました。この活動は、 10月までの問、毎月最終水曜日に花壇整備として続

けられます。
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7.錨II路市共同募金委員会からのお知らせ

〆赤い羽根募金バッジにご協力よろしくお願いします

今年は丹頂鶴をモチーフに 2種類のバッジで展開します。第 I弾は 『タンチョウバッジ』、 7月中旬より第2
弾の『つるまるバッジ』にて、 市民の皆様にご協力を呼びかけますので、是非ご協力よろしくお願いします。

この募金バッジは500円の募金に対して、バッジを 1つ差し上げるという運動です。バッジの作成費用を差

し引いた額が募金となる仕組みです。

2014・第1弾『タンチョウバッジ』
（弱｜｜路市限定）

平成23年度、タンチョウが特別天然記念物に指定されて60

周年を記念して『タンチョウバッジ』を作成したところ、大変好
評だったため、新デザインで復活です。

作成費120円・初回1,000個作成

6.28（土）・釧路市ふれあい広場から展開

2014・第2弾『つるまるバッジ』

（到＂路湿原・阿 寒・摩周観光圏キャラクター）
釧路湿原・阿寒・摩周観光圏キャラクター

タンチョウをモチーフにしたゆるキャラ。ポシェットはマリ
モ、体は摩周湖と釧路湿原の自然をイメージしています。

作成費126円・初回1,000個作成

7月中旬から展開

〆寄付者に向けたありがとうメッセージ

平成25年度の助成事業から『寄付者に向けたありがとうメッセージJが届いておりますので、ご紹介致します。

助成先： NPO法人すてつぶ・すてっぷ

今年から始めた畑仕事により収穫した“ルバーブ”

や “ペリー類”を電気乾燥庫で乾燥させ、作業で

軽食喫茶やお菓子作りをしているので、菓子製造

の材料やアイスクリーム・サンデー等のトッピン

グなどに活用できました。これからも電気乾燥庫

を使って、お菓子のメニューを増やし、メンバー

さんの工賃アップにもつなげて行けるようにして

いきたいです。助成をいただき本当にありがとう

ございました。

事業名・助成額：電気乾燥庫購入・ 50,000円
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8.緊急連絡カード推進事業（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。

釧路 東部南

東部北

中部南

中部北

西 部

小計 （劃II路地区）

阿寒

音別

ボランティア・地場支援億＿Ql5H24)1648 
合計 （全市）

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ー鋼詣
0154(24)1648 

～ホームヘルパー募集中～

＝キ勤務時間／8時～18時までの聞の

2～5時間

＝キ勤務日数／1週間5日程度

＝キ賃 金／1時間l,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。

在宅摘祉サービス螺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。

地層振興係0154(24)1742

夜間対応型詰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

ヘルパーがご自宅に訪問します。要介護l

～5と認定された方がご利用できます。

基本料金 ：1,681円（1ヶ月あたり）

※詳細については下記へお問い合わせく

ださい。

在宅福雄サービス鰻0154(24)1595

町内会数 申込数 達成率

98 6 1 62%  

1 1 1 7 1 64%  

97 54  56%  

69 43  62%  

7 8 59  76%  

453 288 64%  

36 33  92%  

1 8 1 8 100% 

507 339 67%  

平成26年6月20日現在

子育てサポートセンター・

すくすくのご紹介
「子育ての援助を受けたい方Jと「育児

の援助を行いたい方Jが会員となり、お

互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。

・鍋踏0154(24)1742
・同署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・パスタオル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l回1,282円

障がい福祉サービス対象者：無料

在宅摘紐ザービス揖0154(24)1595

鋼路面抱調鑓露成年絵易包ンター
～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。

・相談損所 一一 園連絡先

釧路市社会福祉協議会 （総合福祉センター3階〉 TEL : 0 1 5 4 ( 2 4) 1 2 0 1・FAX:0154(24)3762 
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