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「地域交流サロン」とは・・・・・・
　外出機会が少ない一人暮らしのお年寄りや障がいをお持ちの人、子育て中の人などが、住み慣
れた地域で一緒に集まりお茶を飲みながらおしゃべりを楽しみ、一緒に笑いあえる仲間づくりや
居場所づくりをする「場」のことです。
　本会では、「地域交流サロン」の立ち上げから運営に関するご相談や助成金を交付するなどの
支援を行っています。お気軽にご相談ください。

地域組織化活動

訪問活動

研修事業

交流活動

・ 「福祉カード」を作成し、必要な援護活動の内容を
把握します。
・ 緊急時の連絡網を作成し、助け合いの組織づくりを
します。

・ 一人暮らしの高齢者への声かけ訪問、カーテン開閉
などによる安否確認など。
・除雪、排雪活動など。

・ 出前講座（生活習慣病講座、健康体操、高齢者疑似
体験、車椅子体験など）
・高齢者を対象とした料理教室、救急法講習会など。

・ 茶話会や趣味の会、食事会などを身近な地域で開催
し、高齢者や障がいのある人、子育て中の人などが
集える場所の提供など。
・ 「昔の遊び」の体験など、高齢者と子どもたちの異
世代交流会の開催など。

帯広市社協
マスコットキャラクター
「ニコ、ニッコ、ニーコ」
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小地域ネットワーク活動推進事業のご案内

地域交流サロンを始めてみませんか？

具体的な
活動の例

現在、帯広市内には26ヵ所の「地域交流サロ
ン」があり、平成25年度は延約2万人が参加さ
れました。しかしながら、地域で歩いて通える
範囲にサロンがないという地域もあり、本会で
は、今後ますます「地域交流サロン事業」の推
進を図っていきます。サロン運営をやってみた
いと、興味をお持ちの人は、ぜひお問い合わせ
ください。

　小地域ネットワーク活動推進事業とは、地域における支え合いや見守りの仕組みづくりにむけた取り組みを支援するための事業です。単位町
内会、連合町内会、自治会を対象に共同募金を一部財源とし助成金の交付や出前講座を行っています。

■ 年間指定 ～  2年間にわたり事業を展開する単位町内会を対象に助成します。
　　　　　　　⇒助成額　1万円以上5万円以下（単年度）
■ 事業助成 ～  連合町内会、単位町内会、自治会の1つの事業を対象に助成します。
　　　　　　　⇒助成額　上限2万5千円
■ 出前講座 ～  連合町内会、単位町内会、自治会が、出前講座を行う際の、会場費や

資料作成費を助成します。
　　　　　　　⇒助成額　上限5千円

問い合わせ：地域福祉課　☎２１－２４１４

問い合わせ：地域福祉課　☎２１－２４１４

☆地域交流サロン  Q ＆ A
会場はどこをつかえば

いいの？
地域の福祉センターやコミセン、個人宅など
を利用します。

どんなことをしているの？
茶話会・軽運動・行事などを通じてふれあい
と交流の場を提供しています。

どのくらいのペースで
開催するの？

週1回程度の範囲で開催しています。
（月1回以上の開催）

運営費の負担は？
本会より会場費等の一部を助成しています。
（本事業の一部に共同募金の助成金をあてています）

？

「助成を受けてみたいけど、よくわからない」

「福祉の活動について知りたい」

「研修や出前講座を受けてみたい」など

 まずは、お気軽にご相談ください！

啓発活動
・ 町内会の福祉活動を周知するための「福祉だより」
の発行など。
・ 避難訓練、炊出し訓練など。

車椅子の使用を想定した避難訓練

災害ボランティアの指導による炊出し訓練
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社協だより発行費用の一部に「共同募金」の助成金をあてています。　◆社会福祉法人帯広市社会福祉協議会（帯広市公園東町3丁目9番地1　TEL 21－2414）

登録ホームヘルパー（パート）を募集しています会 員 入 会 の お 願 い
　社会福祉協議会では、介護保険法・障害者総合支援法（H25.4～改正）
にもとづくホームヘルパーの派遣のほか、地域生活支援事業による移動
支援（外出の支援）を行っています。登録ホームヘルパーを希望される
人は、お気軽にお問い合わせください。

　本会の会員による会費は、地域福祉の増進を図るうえで、その運営を
支えるための貴重な財源となり、地域交流サロンや小地域ネットワーク
活動（町内会が行う福祉活動・研修会における講師派遣及び活動費）へ
の助成など、皆様のより身近なところで地域福祉の充実に活用されてい
ます。
　今年度も個人・団体・法人などの皆様に会員として社協をご支援くだ
さいますよう、会員の入会をお願いします。
　なお、期間は1年間(4月～翌年3月)となっています。

会員区分 ●個人会員（年会費） 1口 ５００円
●団体会員（年会費） 1口 １，０００円
●法人会員（年会費） 1口 ５，０００円

問い合わせ：在宅福祉課　☎２１－２６７７問い合わせ：総務課　☎２１－２４１４

申込・問い合わせ：地域包括支援センター　☎２１－３２９２問い合わせ：帯広市成年後見支援センター　☎２０－３２２５

ご協力ありがとうございました
平成26年6月～平成26年7月末日までの実績で敬称は省略させていただきました。

個人情報の観点からご了承いただいた人以外の個人名の記載は控えさせていただきます。

●婚活ボランティア帯広 難波孝次　　●個人　　82名

社協会員　新規入会者

●帯広建設業協会　●東海日動とかち代理店会　●パッチワークグループ キルトブーケ　●十勝民謡連盟　
●㈱損害保険ジャパン　●㈱道東サッシセンター

愛情銀行金銭預託

●あかしや中央町内会（リングプル）　●あかりデイサービス（リングプル）　●お茶の間わいわいくらぶ（リングプル）
●学習塾will（リングプル）　●北海道銀行帯広支店（リングプル）　●西10号ふれあいサロン（リングプル）　●㈱設備テック（リングプル）
●明治安田生命相互会社（リングプル・使用済み切手）　●帯広市障害福祉課・保護課（使用済み切手）　●緑ヶ丘郵便局（使用済み切手）
●㈲ヤマヨシ（使用済み切手）　●帯広時計貴金属眼鏡商組合（電波壁掛時計・壁掛け時計修理）　●個人（リングプル）4名　●個人（使用済み切手）2名
●個人（バスタオル）1名　●個人(紙おむつ)1名　●個人（電気冷蔵庫）1名

愛情銀行物品預託

募  集  人  数 若干名
資　　　 格 ホームヘルパー（訪問介護員）２級以上・介護職員初任者研修
営　 業 　日 日曜日～土曜日
営  業  時  間 午前７時～午後８時
勤務日・時間  勤務できる曜日・時間帯で稼働していただきますのでご相談

ください。
 ※月20時間以上勤務可能な人を希望します。
賃　 金　 等  時給１,０３０円以上（土曜･日曜･祝日や早朝･夜間は各250

円/ｈの割増加算あり） 勤務に伴う移動経費の支給
選  考  方  法 書類選考及び面接

募

　集

　要

　件

帯広時計貴金属眼鏡商組合様より
壁掛け時計の贈呈

地域包括支援センターからのお知らせ

予約不要です

　地域包括支援センターでは、帯広市の委託を受けて「家族介護者リ
フレッシュ事業」を行います。高齢者を在宅で介護しているご家族の
労をねぎらうため、介護から一時的に離れて気分転換することや自宅
で介護しているご家族の情報交換や交流を通じて、介護者自身の心身
の元気回復を目的としています。

●日帰り温泉
参加対象： 市内在住の65歳以上の要支援1・2、要介護1～5の高齢者を

在宅で介護している家族（帯広市民）。同居家族でなくても参
加可。

日　　時：平成26年9月30日（火）10：00～15：30
場　　所：十勝川温泉　第一ホテル
参加定員：15名
参 加 費：無料
集合場所：帯広市役所（西5条南7丁目）

※ 市内のその他3ヵ所の包括支援センター(至心寮・
愛仁園・けいせい苑)でも、それぞれ別日程でリフレッシュ事業（日帰
り温泉）を実施します。

　帯広市成年後見支援センターでは、帯広弁護士協会、釧路司法書士会・
リーガルサポート釧路支部、北海道社会福祉士会十勝地区支部の各団体
との共催により、成年後見制度にかかる無料相談会を開催します。
　認知症や知的・精神障がい等により、判断能力が不十分な方、将来判
断能力が低下した時のことが心配な方等、様々な方のご相談に応じます。
　ご本人、ご家族、関係者等、どなたでもお気軽にお越しください。

日　時：平成26年9月15日（月）敬老の日
　　　　10：00～14：00
場　所：帯広市グリーンプラザ  1階  会議室B・C
　　　　帯広市公園東町3丁目9番地1

帯広市家族介護者リフレッシュ事業のご案内成年後見制度にかかる
無料相談会のご案内

快適オフィスを創造する…

〒080-0851　帯広市南町東１条２丁目２番地
TEL（0155）47-2111㈹  FAX（0155）47-4002

株式会社

建築物環境衛生管理

〒080-0856　帯広市南町南7線26番地31
TEL 0155-48-8858　FAX 0155-47-1545
本社／釧路　支店／釧路・札幌

代表取締役社長

取締役帯広支店長

樋口 貴広
中村 　司

環境テクノス
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共同募金運動にご協力ありがとうございました

平成25年度 共同募金運動にご協力いただいた企業

平成25年度 赤い羽根共同募金箱設置にご協力いただいた店舗・企業

問い合わせ：帯広市共同募金委員会（担当：総務課）　☎２１－２４１４

募金額10万円以上　●帯広ヤクルト販売㈱　●東光舗道㈱　●㈱平和園　●ハラデンキ㈱　　募金額5万円以上　●(医)刀圭会  協立病院
募金額2万円以上 ●(社)生命保険協会帯広協会 ●帯広大正農業協同組合 ●㈱ズコーシャ ●(医)高木皮膚科診療所 ●帯広地方卸売市場㈱ ●税理士法人  竹川会計事務所
●㈱土谷特殊農機具製作所 ●東北海道日野自動車㈱ ●㈱柳月  募金額1万円以上 ●(福)あおい福祉会 ●浅岡工業㈱ ●アサヒ電気 ●アラヤ総合設計㈱
●㈱有賀さく泉工業 ●飯沼建設㈱ ●磯部鉄建㈱ ●㈱市川組 ●㈱衣料のマツダ ●㈱岩佐 ●㈱ウィンクリン ●㈱エヌシーおびひろ ●NPO法人尚之基金
●荏原環境プラント㈱北海道支店 ●㈱王勝設備 ●(医)博仁会  大江病院 ●(医)大野内科医院 ●㈱奥原商会 ●帯広エルピーガス協同組合 ●帯広空港ターミナルビル㈱
●帯広建設業協会 ●帯広建築工業協同組合 ●㈱帯広公益社 ●帯広工業団地協同組合 ●(医)杏和会  おびひろ呼吸器科内科病院 ●(社)帯広市医師会
●帯広市川西農業協同組合 ●帯広信用金庫 ●帯広スズキ㈱ ●帯広トヨペット㈱ ●㈲帯広南温泉 ●㈱帯広緑化振興公社 ●(医)博愛会 開西病院 ●河井ローダー建設㈱
●川岸電設㈱ ●キサキ糧穀㈱ ●北日本ビル㈱ ●木村石炭 ●グリーンパーク整形外科クリニック ●栗田会計事務所 ●栗田会計総合センター㈱ ●栗林建設㈱
●(医)慶愛  慶愛病院 ●㈱ケイセイ運輸 ●(福)慧誠会 ●弘栄建設㈱ ●㈱興和商事 ●㈱小甲建設 ●メジャー企画㈲ ●コマツ道東㈱ ●斉藤道俊法律事務所
●佐々木建設㈱ ●笹谷建設㈱ ●㈱ザ本屋さん ●三宝産業㈱ ●勝栄興業㈱ ●㈱しらかば ●㈱ダイイチ ●第一生命保険㈱帯広支社 ●大昭電気工業㈱
●大和雑穀㈱ ●髙堂建設㈱ ●拓北電業㈱帯広支店 ●㈱武田鉄工所 ●ダスキンオビヒロ㈱ ●㈱田中測量設計 ●合資会社  田端農機具製作所 ●東勝物流㈱
●道東鉄工㈱ ●東洋建機リース㈱ ●東洋通工㈱ ●東和工研㈱ ●十勝硝子㈱ ●十勝信用組合 ●(社)十勝地区トラック協会 ●トカチックス㈱ ●㈱十勝陸運
●トヨタカローラ帯広㈱ ●中井会計事務所 ●㈱中島自工 ●西江建設㈱ ●西岡建設㈱ ●㈲西岡塗装工業 ●㈲西田晃芳商店 ●日昇車輛㈱ ●日東電気工業㈱
●萩原建設工業㈱ ●㈱半田美装帯広支店 ●㈲ぱんちょう ●東北海道いすゞ自動車㈱ ●㈱ヒシダカ ●富士金網製造㈱ ●フジ暖房工業㈱ ●北王コンサルタント㈱
●北成建材工業㈱ ●星板金工業所 ●細川製餡㈱ ●北海電気工事㈱帯広支店 ●北海道道路整備㈱ ●毎昭宅建㈱ ●㈲松永塗工店 ●㈱丸勝 ●道観光㈱
●宮坂建設工業㈱ ●村上弁護士事務所 ●(医)むらこし内科医院 ●山田設備工業㈱ ●勇昇印刷㈲ ●㈲ユニオン北海道 ●(医)横山内科クリニック
募金額5千円以上 ●㈱池田塗装工事 ●㈱梅屋 ●㈱岡田設計帯広事務所 ●㈱オカモト ●㈲帯広犬猫病院 ●帯広商工会議所 ●(社)帯広地方自家用自動車協会
●㈱帯広電子計算センター ●帯広塗装工業協同組合 ●帯広ビル管理㈱ ●㈱川崎米穀 ●㈱環境テクノス帯広支店 ●キヤノンシステムアンドサポート㈱
●㈱共成レンテム ●㈲工藤農機 ●㈱熊野会計事務所 ●㈱ケイセイ ●(福)竜谷保育会  さくら保育園 ●佐々木畜産㈱ ●サニーサイド㈱ ●㈲三協美研
●(福)竜谷保育会  児童保育センター ●昭榮電気㈱ ●神興業㈱ ●㈲セブンオート坪坂 ●㈱創進 保険調剤アップルファマシー ●㈱曽我 ●(医)宝来中央歯科  タウン歯科
●(医)愛正会  髙橋歯科医院 ●(医)高橋内科医院 ●高橋まんじゅう屋 ●㈲拓美印刷 ●㈱千葉工務店 ●㈱トコロ自動車販売 ●㈱日協運輸 ●㈱日専連ジェミス
●㈱ネクサス ●ノブタ農機㈱ ●㈲パーソン ●萩原物産㈱ ●㈲林製パン工場 ●広瀬高周波工業㈱ ●㈱福原 ●㈲太野電設 ●北洋道路㈱
●北海道土木コンサルタント協同組合 ●㈱北海塗装工業 ●ホテル日航ノースランド帯広 ●堀口労務行政事務所 ●㈲牧野燃料 ●㈱松田会計事務所
●丸果帯広中央青果㈱ ●㈲丸山工業所 ●宮田帯東㈱ ●(医)慎成会 森歯科医院 ●山口重機㈲ ●有楽町  その他 ●あじさい保育園 ●Café green
●㈲国枝洋服店 ●昭和プリント㈱ ●㈱創造設計舎 ●タカギ商会 ●東洋印刷㈱ ●東洋農機㈱ ●十勝イン  十勝ガーデンズホテル㈲ホテル十勝屋
●徳井建設工業㈱ ●㈱成井 ●㈱新妻組 ●北洋凸版印刷㈱ ●牧野水産㈱ ●㈱マツダ樹生園 ●山川内科医院 ●㈱オフィス近藤 ●朝鮮会館 ●所ホーム㈲
●㈲八条不動産　　●㈲印刷オート帯広　　●(医)進藤医院　　●相互電業㈱　　●㈱日本ビル建装　　●㈱北炭総業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※順不同

●㈱アインファーマシーズ  アイン薬局帯広大通店 ●㈱朝日 ●味の一丁目 ●㈱創進  保険調剤アップルファーマシー ●アメニティ帯広 ●(医)新井病院
●有田歯科医院 ●㈱アルムシステム ●イオン北海道㈱イオン帯広店 ●いしかわ歯科 ●いしはら薬局 ●市之川歯科矯正クリニック ●㈱いちまる
（イーストモール店・アイモール店・リバティー店・わかば店・キャロット店・セイリョー店・パーク店・プラザ店・西帯店・フードプライス店） ●イナガミ薬局
●(医)ぶどうの会  いのちの木クリニック ●ウイング歯科クリニック ●えび天 ●FM  WING ●(医)博仁会  大江病院 ●おおきストアー ●おおたき歯科
●オートバックス帯広店 ●(医)大野内科医院 ●お菓子のかほり ●小口歯科医院 ●お茶の間わいわいくらぶ ●帯広8条センター ●帯広高等看護学院
●(福)真宗協会  帯広光南病院 ●(医)杏和会  おびひろ呼吸器科内科病院 ●帯広市川西農業協同組合 ●帯広市役所（社会課・水道部料金課・川西支所・大正支所・
総合案内・秘書課・売店・百年記念館） ●(財)北海道医療団  帯広第一病院 ●帯広大正農業協同組合 ●おべりべりライフサポート ●(医)博愛会  開西病院
●Café  green ●モーターショップカミシマ ●CALIFORNIA  HARVEST ●㈱共同電設 ●(医)刀圭会  協立病院 ●(医)啓和会  黒澤病院 ●恵愛歯科クリニック
●(医)慶愛  慶愛病院 ●㈲合同保険事務所 ●公衆浴場  光南温泉 ●(医)河野外科医院 ●㈱珈琲専科ヨシダ ●(医)竹桜会  小関内科 ●児玉ヘルス商事㈱
●後藤カイロプラクティック ●㈲こばと薬局 ●酒井歯科医院 ●(医）佐々木歯科医院 ●サンテクノ㈱ ●じだい屋 ●食事処志乃 ●(医)しばた整形外科クリニック
●社会保険労務士・行政書士しまや事務所 ●写真工房 ●出張美容サービス  VESS ●(医)上徳整形外科医院 ●シルバーシティ十勝おびひろ ●水光園
●(医)進和会  西2条腎泌尿器科病院 ●㈱スポーツハウス帯広営業所 ●セイコーマート栄通店 ●セイコーマート弥生新通店 ●セイコーマート帯広西21条店
●(医)センチネルクリニック大腸肛門病センター ●そうび苑 ●ソーゴー印刷㈱ ●大成ベルト工販㈱ ●大丸薬局 ●(医)高木皮膚科診療所 ●㈲タカセ
●(医)愛正会  髙橋歯科医院 ●高橋まんじゅう屋 ●匠そば ●㈱竹中配管 ●たぬきの里 ●千葉石材㈲ ●ツルハドラッグ（帯広南店・みなみ野店・帯広東4条店・
帯広西12条店・緑西店・帯広南町店・稲田店・弥生店・帯広ニュータウン店・帯広白樺店・帯広西店・西18条店・帯広北店） ●道東カメラサービス ●道東電機㈱
●十勝いたみのクリニック ●㈱ナカジマ薬局（西25条店・西17条店・協会病院前店・西23条店・はくりんだい店・啓北店） ●なりた歯科医院 ●(医)西田内科医院
●日本調剤帯広薬局 ●㈲ニューパックとがし西二十条店 ●㈲ニューパックとがし大通店 ●にれの木 ●㈱ネオプロセス ●のえこども歯科 ●パルス薬局帯広店
●はんがい耳鼻咽喉科クリニック ●ひいらぎ ●ピクニック ●ヒロ・ハヤシ歯科 ●㈲フォー・ユウ調剤薬局 ●フクハラ（西12条店・いっきゅう店・西15条店・
長崎屋店・弥生店・自由が丘店・大空店・西5条店・ぴあざフクハラ西帯広店・ぴあざフクハラ西18条店） ●養護老人ホーム  普仁園 ●ふじもり ●㈲プリネーム
●㈱平和園 ●美容室ボーイラブズガール ●社会医療法人北斗  北斗クリニック ●(福)北海道社会事業協会帯広病院 ●北海道中小企業家同友会 ●北海道電力㈱帯広支店
●北海道ホテル ●ホテル日航ノースランド帯広 ●ホテルパコ帯広 ●(医)堀整形外科 ●舞衣髪 ●牧野歯科医院 ●ますやパン ●松田孝志税理士事務所
●㈱まつもと薬局（本店・南町店・自由が丘店・西6条店・フロンティア店） ●㈱マテック ●㈱マリエッタ ●カフェテラス  みすず ●ミスタータイヤマン帯広店
●㈱ミドリ機材 ●宮本機械㈱ ●(医)むらこし内科医院 ●森末整形外科医院 ●山田機械工業㈱ ●山本忠信商店 ●とかち豚丼  夢の蔵 ●よねざわ歯科
●理容のディスカウントいいとも ●緑西加藤薬局 ●㈲ルーラルコーポレーション ●ワタナベ薬局 ●わたなべビル歯科医院 ●のらくろ ●真如苑とかち支部
●帯広市つくし会(動物園)　　●ホンダカーズ帯広西21条店　　●ニュータウンののむら　　●トキ美容室　　●㈲ワン・エックス　　　　　　　　　　　　　　 ※順不同

赤い羽根「寄附金付きピンバッジ」
共同募金委員会では、新しい募金のかたちとしてばんえい競馬のキャラクター『リッキー』とコラ
ボして、馬の蹄鉄をあしらったデザインと、赤い羽根を持って飛んでいるデザインの2種類のピン
バッジを各1,500個限定で作成しました。

寄附金付きピンバッジ募金とは・・・
1個500円以上でピンバッジを差し上げ、製作費を除いた全額が募金となり、帯広市の福祉活動を
支援するために活用されます。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 （縦21.2mm×横29.5mm）（縦24mm×横19mm）
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　福祉の職場で働くことを希望される人と、人材を必要とする福祉職場
をつなぐため、紹介・あっせんを無料で行っています。ご登録のうえ、
ぜひご活用ください。
　また、就職希望の有無にかかわらず、福祉の資格に関するご質問・ご
相談に応じます。

　私たちは帯広市図書館で活動しているボランティア団体です。2002
年11月30日に発足し会員は92名、6部門に分かれて活動しています。
1．ハンディキャップサポート＝いろいろな事情で図書館を利用しにく
い方が利用しやすくなるようにサポートします。2．製作＝布の絵本・
エプロンシアターなどの縫いぐるみやパッチワークなどを作っていま
す。3．おはなし「おひさま」＝子どもさん向けにおはなし会・読み語り
などをしています。4．製本＝傷んだ本の修理・製本をしています。5．
つどい＝図書交換会・こども図書館の集いなどイベントの企画運営をし
ています。6．フロアサポート＝フロア案内・小学校団体見学のサポー
トをしています。仲間大歓迎です。
　一緒に活動しませんか。
　　　　　　　代表　梶沢　弘子

企業の倒産による解雇など事業主の都合により離職された帯広市在住者
を対象に、当面の生活費用として資金を貸し付けます。

150,000円以内
12ヵ月以内
最大8回までの月賦方法
(最大返済猶予4カ月)
1人
平成26年4月1日（火）～
 8：45～17：30
 （土・日曜日、祝日を除く）

…………
…………

…………
…………

貸付限度額
返 済 方 法

連帯保証人
受 付 期 間

◆支給の概要
・扶養手当　児童一人につき　月額　1,500円（義務教育終了まで）
・修 学 費　児童一人につき　月額　3,000円（公立の高等学校）
　　　　　　　　　　　　　　月額　5,000円（私立の高等学校）
・入学祝金（小学校入学時）8,000円／卒業祝金（高校卒業時）8,000円

　世帯の生計中心者が交通事故・労働災害・天災等の災害により死
亡または重度の障がい者になった場合、児童の養育を引き継がれた
人に扶養手当・修学費を支給しています。

※支給を受けるためには、扶養者からの申請が必要です。
詳しくは、下記にお問い合わせください。詳細は、下記までお問い合わせください。

　求職登録及び求人登録は、ハローワー
ク内では行えませんので希望される場合
は、帯広市福祉人材バンク（公園東町3
丁目9－1社会福祉協議会）までお越しく
ださい。

◆申請に必要な書類
・住民票・死亡診断書・交通事故証明書（交
通災害の場合）・労働災害の認定が確認できる
書類（労働災害の場合）・在学証明書（高校生
のみ）　など

　高齢者の福祉施設などで、踊りや、楽器演奏など余興活動を行なうボ
ランティアの依頼が増えています。
　余興活動を通じ人との交流を図り、趣味や特技を活かして『やってみ
ようかな』と思えることがありましたら個人や仲間と一緒に取り組みま
せんか。

★施設（高齢者・障がい者）
余興活動：歌（カラオケ・民謡等）、踊り（フラダンス・舞踊等）
　　　　　楽器演奏（三味線・大正琴・ギター・オカリナ等）
遊び相手：囲碁・将棋・麻雀相手
外出レクリエーション時の車いす介助や話し相手  など
※ ボランティア活動中の事故・ケガに備えて、ボランティア活動保険を加入してい
ただきます。

貸付の概要

帯広市福祉人材バンクがお手伝いします。

お気軽に

ご相談ください
！

問い合わせ：帯広市商工観光部工業労政課 労政係　☎６５－４１６８

問い合わせ：帯広市福祉人材バンク　☎２７－２５２５

問い合わせ：総務課　☎２１－２４１４

事業主の都合により離職された人を
対象とした生活資金貸付制度のご案内

福祉のお仕事探しませんか？

災害遺児の支援をしています

ボランティア募集広げようボランティアの輪

VOL.41 帯広図書館友の会

情報収集・相談

ボランティア派遣までの流れ

ボランティアセンター

活動の
呼びかけボランティアの派遣

相談

ボランティアの
支援を求めている人

ボランティアを
したい人

福祉の職場で
働きたい人

人材を求める
福祉の職場の人

＊出張相談開催中！！
場所：ハローワーク帯広2階
　　　（西5条南5丁目2）
日時：毎月第2・第4水曜日
　　　13:00～16:00

問い合わせ：ボランティアセンター　☎２１－２４５４

◆対象者：十勝管内のひとり親家庭のお母さん・お父さん
◆参加費：無料　託児の利用もできます。（事前予約）

※事前の申込みが必要です。

就業準備講習会（パソコン講習）

申込・問い合わせ：母子家庭等就業・自立支援センター　☎２０－７７５１

母子家庭等就業・自立支援センターからのご案内

開 催 月 9月 10月 10月

開 催 日 25日（木） 23日（木） 28日（火）

予 定 時 間 10:00～15:00 10:00～15:00 10:00～15:00

開 催 場 所 とかちプラザ
PCルーム

とかちプラザ
PCルーム

とかちプラザ
PCルーム

内 容 Word＆Excel
基礎 Word基礎 Word応用

定 員 10名 10名 10名

キャッチフレーズ
は、『本とふれあう
喜び・図書館へ行
く楽しみをたくさ
んの人と分かち合
いたい』です！

（写真は6月22日　置戸図書館見学）



■3■ No. 148

共同募金運動にご協力ありがとうございました

平成25年度 共同募金運動にご協力いただいた企業

平成25年度 赤い羽根共同募金箱設置にご協力いただいた店舗・企業

問い合わせ：帯広市共同募金委員会（担当：総務課）　☎２１－２４１４

募金額10万円以上　●帯広ヤクルト販売㈱　●東光舗道㈱　●㈱平和園　●ハラデンキ㈱　　募金額5万円以上　●(医)刀圭会  協立病院
募金額2万円以上 ●(社)生命保険協会帯広協会 ●帯広大正農業協同組合 ●㈱ズコーシャ ●(医)高木皮膚科診療所 ●帯広地方卸売市場㈱ ●税理士法人  竹川会計事務所
●㈱土谷特殊農機具製作所 ●東北海道日野自動車㈱ ●㈱柳月  募金額1万円以上 ●(福)あおい福祉会 ●浅岡工業㈱ ●アサヒ電気 ●アラヤ総合設計㈱
●㈱有賀さく泉工業 ●飯沼建設㈱ ●磯部鉄建㈱ ●㈱市川組 ●㈱衣料のマツダ ●㈱岩佐 ●㈱ウィンクリン ●㈱エヌシーおびひろ ●NPO法人尚之基金
●荏原環境プラント㈱北海道支店 ●㈱王勝設備 ●(医)博仁会  大江病院 ●(医)大野内科医院 ●㈱奥原商会 ●帯広エルピーガス協同組合 ●帯広空港ターミナルビル㈱
●帯広建設業協会 ●帯広建築工業協同組合 ●㈱帯広公益社 ●帯広工業団地協同組合 ●(医)杏和会  おびひろ呼吸器科内科病院 ●(社)帯広市医師会
●帯広市川西農業協同組合 ●帯広信用金庫 ●帯広スズキ㈱ ●帯広トヨペット㈱ ●㈲帯広南温泉 ●㈱帯広緑化振興公社 ●(医)博愛会 開西病院 ●河井ローダー建設㈱
●川岸電設㈱ ●キサキ糧穀㈱ ●北日本ビル㈱ ●木村石炭 ●グリーンパーク整形外科クリニック ●栗田会計事務所 ●栗田会計総合センター㈱ ●栗林建設㈱
●(医)慶愛  慶愛病院 ●㈱ケイセイ運輸 ●(福)慧誠会 ●弘栄建設㈱ ●㈱興和商事 ●㈱小甲建設 ●メジャー企画㈲ ●コマツ道東㈱ ●斉藤道俊法律事務所
●佐々木建設㈱ ●笹谷建設㈱ ●㈱ザ本屋さん ●三宝産業㈱ ●勝栄興業㈱ ●㈱しらかば ●㈱ダイイチ ●第一生命保険㈱帯広支社 ●大昭電気工業㈱
●大和雑穀㈱ ●髙堂建設㈱ ●拓北電業㈱帯広支店 ●㈱武田鉄工所 ●ダスキンオビヒロ㈱ ●㈱田中測量設計 ●合資会社  田端農機具製作所 ●東勝物流㈱
●道東鉄工㈱ ●東洋建機リース㈱ ●東洋通工㈱ ●東和工研㈱ ●十勝硝子㈱ ●十勝信用組合 ●(社)十勝地区トラック協会 ●トカチックス㈱ ●㈱十勝陸運
●トヨタカローラ帯広㈱ ●中井会計事務所 ●㈱中島自工 ●西江建設㈱ ●西岡建設㈱ ●㈲西岡塗装工業 ●㈲西田晃芳商店 ●日昇車輛㈱ ●日東電気工業㈱
●萩原建設工業㈱ ●㈱半田美装帯広支店 ●㈲ぱんちょう ●東北海道いすゞ自動車㈱ ●㈱ヒシダカ ●富士金網製造㈱ ●フジ暖房工業㈱ ●北王コンサルタント㈱
●北成建材工業㈱ ●星板金工業所 ●細川製餡㈱ ●北海電気工事㈱帯広支店 ●北海道道路整備㈱ ●毎昭宅建㈱ ●㈲松永塗工店 ●㈱丸勝 ●道観光㈱
●宮坂建設工業㈱ ●村上弁護士事務所 ●(医)むらこし内科医院 ●山田設備工業㈱ ●勇昇印刷㈲ ●㈲ユニオン北海道 ●(医)横山内科クリニック
募金額5千円以上 ●㈱池田塗装工事 ●㈱梅屋 ●㈱岡田設計帯広事務所 ●㈱オカモト ●㈲帯広犬猫病院 ●帯広商工会議所 ●(社)帯広地方自家用自動車協会
●㈱帯広電子計算センター ●帯広塗装工業協同組合 ●帯広ビル管理㈱ ●㈱川崎米穀 ●㈱環境テクノス帯広支店 ●キヤノンシステムアンドサポート㈱
●㈱共成レンテム ●㈲工藤農機 ●㈱熊野会計事務所 ●㈱ケイセイ ●(福)竜谷保育会  さくら保育園 ●佐々木畜産㈱ ●サニーサイド㈱ ●㈲三協美研
●(福)竜谷保育会  児童保育センター ●昭榮電気㈱ ●神興業㈱ ●㈲セブンオート坪坂 ●㈱創進 保険調剤アップルファマシー ●㈱曽我 ●(医)宝来中央歯科  タウン歯科
●(医)愛正会  髙橋歯科医院 ●(医)高橋内科医院 ●高橋まんじゅう屋 ●㈲拓美印刷 ●㈱千葉工務店 ●㈱トコロ自動車販売 ●㈱日協運輸 ●㈱日専連ジェミス
●㈱ネクサス ●ノブタ農機㈱ ●㈲パーソン ●萩原物産㈱ ●㈲林製パン工場 ●広瀬高周波工業㈱ ●㈱福原 ●㈲太野電設 ●北洋道路㈱
●北海道土木コンサルタント協同組合 ●㈱北海塗装工業 ●ホテル日航ノースランド帯広 ●堀口労務行政事務所 ●㈲牧野燃料 ●㈱松田会計事務所
●丸果帯広中央青果㈱ ●㈲丸山工業所 ●宮田帯東㈱ ●(医)慎成会 森歯科医院 ●山口重機㈲ ●有楽町  その他 ●あじさい保育園 ●Café green
●㈲国枝洋服店 ●昭和プリント㈱ ●㈱創造設計舎 ●タカギ商会 ●東洋印刷㈱ ●東洋農機㈱ ●十勝イン  十勝ガーデンズホテル㈲ホテル十勝屋
●徳井建設工業㈱ ●㈱成井 ●㈱新妻組 ●北洋凸版印刷㈱ ●牧野水産㈱ ●㈱マツダ樹生園 ●山川内科医院 ●㈱オフィス近藤 ●朝鮮会館 ●所ホーム㈲
●㈲八条不動産　　●㈲印刷オート帯広　　●(医)進藤医院　　●相互電業㈱　　●㈱日本ビル建装　　●㈱北炭総業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※順不同

●㈱アインファーマシーズ  アイン薬局帯広大通店 ●㈱朝日 ●味の一丁目 ●㈱創進  保険調剤アップルファーマシー ●アメニティ帯広 ●(医)新井病院
●有田歯科医院 ●㈱アルムシステム ●イオン北海道㈱イオン帯広店 ●いしかわ歯科 ●いしはら薬局 ●市之川歯科矯正クリニック ●㈱いちまる
（イーストモール店・アイモール店・リバティー店・わかば店・キャロット店・セイリョー店・パーク店・プラザ店・西帯店・フードプライス店） ●イナガミ薬局
●(医)ぶどうの会  いのちの木クリニック ●ウイング歯科クリニック ●えび天 ●FM  WING ●(医)博仁会  大江病院 ●おおきストアー ●おおたき歯科
●オートバックス帯広店 ●(医)大野内科医院 ●お菓子のかほり ●小口歯科医院 ●お茶の間わいわいくらぶ ●帯広8条センター ●帯広高等看護学院
●(福)真宗協会  帯広光南病院 ●(医)杏和会  おびひろ呼吸器科内科病院 ●帯広市川西農業協同組合 ●帯広市役所（社会課・水道部料金課・川西支所・大正支所・
総合案内・秘書課・売店・百年記念館） ●(財)北海道医療団  帯広第一病院 ●帯広大正農業協同組合 ●おべりべりライフサポート ●(医)博愛会  開西病院
●Café  green ●モーターショップカミシマ ●CALIFORNIA  HARVEST ●㈱共同電設 ●(医)刀圭会  協立病院 ●(医)啓和会  黒澤病院 ●恵愛歯科クリニック
●(医)慶愛  慶愛病院 ●㈲合同保険事務所 ●公衆浴場  光南温泉 ●(医)河野外科医院 ●㈱珈琲専科ヨシダ ●(医)竹桜会  小関内科 ●児玉ヘルス商事㈱
●後藤カイロプラクティック ●㈲こばと薬局 ●酒井歯科医院 ●(医）佐々木歯科医院 ●サンテクノ㈱ ●じだい屋 ●食事処志乃 ●(医)しばた整形外科クリニック
●社会保険労務士・行政書士しまや事務所 ●写真工房 ●出張美容サービス  VESS ●(医)上徳整形外科医院 ●シルバーシティ十勝おびひろ ●水光園
●(医)進和会  西2条腎泌尿器科病院 ●㈱スポーツハウス帯広営業所 ●セイコーマート栄通店 ●セイコーマート弥生新通店 ●セイコーマート帯広西21条店
●(医)センチネルクリニック大腸肛門病センター ●そうび苑 ●ソーゴー印刷㈱ ●大成ベルト工販㈱ ●大丸薬局 ●(医)高木皮膚科診療所 ●㈲タカセ
●(医)愛正会  髙橋歯科医院 ●高橋まんじゅう屋 ●匠そば ●㈱竹中配管 ●たぬきの里 ●千葉石材㈲ ●ツルハドラッグ（帯広南店・みなみ野店・帯広東4条店・
帯広西12条店・緑西店・帯広南町店・稲田店・弥生店・帯広ニュータウン店・帯広白樺店・帯広西店・西18条店・帯広北店） ●道東カメラサービス ●道東電機㈱
●十勝いたみのクリニック ●㈱ナカジマ薬局（西25条店・西17条店・協会病院前店・西23条店・はくりんだい店・啓北店） ●なりた歯科医院 ●(医)西田内科医院
●日本調剤帯広薬局 ●㈲ニューパックとがし西二十条店 ●㈲ニューパックとがし大通店 ●にれの木 ●㈱ネオプロセス ●のえこども歯科 ●パルス薬局帯広店
●はんがい耳鼻咽喉科クリニック ●ひいらぎ ●ピクニック ●ヒロ・ハヤシ歯科 ●㈲フォー・ユウ調剤薬局 ●フクハラ（西12条店・いっきゅう店・西15条店・
長崎屋店・弥生店・自由が丘店・大空店・西5条店・ぴあざフクハラ西帯広店・ぴあざフクハラ西18条店） ●養護老人ホーム  普仁園 ●ふじもり ●㈲プリネーム
●㈱平和園 ●美容室ボーイラブズガール ●社会医療法人北斗  北斗クリニック ●(福)北海道社会事業協会帯広病院 ●北海道中小企業家同友会 ●北海道電力㈱帯広支店
●北海道ホテル ●ホテル日航ノースランド帯広 ●ホテルパコ帯広 ●(医)堀整形外科 ●舞衣髪 ●牧野歯科医院 ●ますやパン ●松田孝志税理士事務所
●㈱まつもと薬局（本店・南町店・自由が丘店・西6条店・フロンティア店） ●㈱マテック ●㈱マリエッタ ●カフェテラス  みすず ●ミスタータイヤマン帯広店
●㈱ミドリ機材 ●宮本機械㈱ ●(医)むらこし内科医院 ●森末整形外科医院 ●山田機械工業㈱ ●山本忠信商店 ●とかち豚丼  夢の蔵 ●よねざわ歯科
●理容のディスカウントいいとも ●緑西加藤薬局 ●㈲ルーラルコーポレーション ●ワタナベ薬局 ●わたなべビル歯科医院 ●のらくろ ●真如苑とかち支部
●帯広市つくし会(動物園)　　●ホンダカーズ帯広西21条店　　●ニュータウンののむら　　●トキ美容室　　●㈲ワン・エックス　　　　　　　　　　　　　　 ※順不同

赤い羽根「寄附金付きピンバッジ」
共同募金委員会では、新しい募金のかたちとしてばんえい競馬のキャラクター『リッキー』とコラ
ボして、馬の蹄鉄をあしらったデザインと、赤い羽根を持って飛んでいるデザインの2種類のピン
バッジを各1,500個限定で作成しました。

寄附金付きピンバッジ募金とは・・・
1個500円以上でピンバッジを差し上げ、製作費を除いた全額が募金となり、帯広市の福祉活動を
支援するために活用されます。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 （縦21.2mm×横29.5mm）（縦24mm×横19mm）
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　福祉の職場で働くことを希望される人と、人材を必要とする福祉職場
をつなぐため、紹介・あっせんを無料で行っています。ご登録のうえ、
ぜひご活用ください。
　また、就職希望の有無にかかわらず、福祉の資格に関するご質問・ご
相談に応じます。

　私たちは帯広市図書館で活動しているボランティア団体です。2002
年11月30日に発足し会員は92名、6部門に分かれて活動しています。
1．ハンディキャップサポート＝いろいろな事情で図書館を利用しにく
い方が利用しやすくなるようにサポートします。2．製作＝布の絵本・
エプロンシアターなどの縫いぐるみやパッチワークなどを作っていま
す。3．おはなし「おひさま」＝子どもさん向けにおはなし会・読み語り
などをしています。4．製本＝傷んだ本の修理・製本をしています。5．
つどい＝図書交換会・こども図書館の集いなどイベントの企画運営をし
ています。6．フロアサポート＝フロア案内・小学校団体見学のサポー
トをしています。仲間大歓迎です。
　一緒に活動しませんか。
　　　　　　　代表　梶沢　弘子

企業の倒産による解雇など事業主の都合により離職された帯広市在住者
を対象に、当面の生活費用として資金を貸し付けます。

150,000円以内
12ヵ月以内
最大8回までの月賦方法
(最大返済猶予4カ月)
1人
平成26年4月1日（火）～
 8：45～17：30
 （土・日曜日、祝日を除く）

…………
…………

…………
…………

貸付限度額
返 済 方 法

連帯保証人
受 付 期 間

◆支給の概要
・扶養手当　児童一人につき　月額　1,500円（義務教育終了まで）
・修 学 費　児童一人につき　月額　3,000円（公立の高等学校）
　　　　　　　　　　　　　　月額　5,000円（私立の高等学校）
・入学祝金（小学校入学時）8,000円／卒業祝金（高校卒業時）8,000円

　世帯の生計中心者が交通事故・労働災害・天災等の災害により死
亡または重度の障がい者になった場合、児童の養育を引き継がれた
人に扶養手当・修学費を支給しています。

※支給を受けるためには、扶養者からの申請が必要です。
詳しくは、下記にお問い合わせください。詳細は、下記までお問い合わせください。

　求職登録及び求人登録は、ハローワー
ク内では行えませんので希望される場合
は、帯広市福祉人材バンク（公園東町3
丁目9－1社会福祉協議会）までお越しく
ださい。

◆申請に必要な書類
・住民票・死亡診断書・交通事故証明書（交
通災害の場合）・労働災害の認定が確認できる
書類（労働災害の場合）・在学証明書（高校生
のみ）　など

　高齢者の福祉施設などで、踊りや、楽器演奏など余興活動を行なうボ
ランティアの依頼が増えています。
　余興活動を通じ人との交流を図り、趣味や特技を活かして『やってみ
ようかな』と思えることがありましたら個人や仲間と一緒に取り組みま
せんか。

★施設（高齢者・障がい者）
余興活動：歌（カラオケ・民謡等）、踊り（フラダンス・舞踊等）
　　　　　楽器演奏（三味線・大正琴・ギター・オカリナ等）
遊び相手：囲碁・将棋・麻雀相手
外出レクリエーション時の車いす介助や話し相手  など
※ ボランティア活動中の事故・ケガに備えて、ボランティア活動保険を加入してい
ただきます。

貸付の概要

帯広市福祉人材バンクがお手伝いします。

お気軽に

ご相談ください
！

問い合わせ：帯広市商工観光部工業労政課 労政係　☎６５－４１６８

問い合わせ：帯広市福祉人材バンク　☎２７－２５２５

問い合わせ：総務課　☎２１－２４１４

事業主の都合により離職された人を
対象とした生活資金貸付制度のご案内

福祉のお仕事探しませんか？

災害遺児の支援をしています

ボランティア募集広げようボランティアの輪

VOL.41 帯広図書館友の会

情報収集・相談

ボランティア派遣までの流れ

ボランティアセンター

活動の
呼びかけボランティアの派遣

相談

ボランティアの
支援を求めている人

ボランティアを
したい人

福祉の職場で
働きたい人

人材を求める
福祉の職場の人

＊出張相談開催中！！
場所：ハローワーク帯広2階
　　　（西5条南5丁目2）
日時：毎月第2・第4水曜日
　　　13:00～16:00

問い合わせ：ボランティアセンター　☎２１－２４５４

◆対象者：十勝管内のひとり親家庭のお母さん・お父さん
◆参加費：無料　託児の利用もできます。（事前予約）

※事前の申込みが必要です。

就業準備講習会（パソコン講習）

申込・問い合わせ：母子家庭等就業・自立支援センター　☎２０－７７５１

母子家庭等就業・自立支援センターからのご案内

開 催 月 9月 10月 10月

開 催 日 25日（木） 23日（木） 28日（火）

予 定 時 間 10:00～15:00 10:00～15:00 10:00～15:00

開 催 場 所 とかちプラザ
PCルーム

とかちプラザ
PCルーム

とかちプラザ
PCルーム

内 容 Word＆Excel
基礎 Word基礎 Word応用

定 員 10名 10名 10名

キャッチフレーズ
は、『本とふれあう
喜び・図書館へ行
く楽しみをたくさ
んの人と分かち合
いたい』です！

（写真は6月22日　置戸図書館見学）
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「地域交流サロン」とは・・・・・・
　外出機会が少ない一人暮らしのお年寄りや障がいをお持ちの人、子育て中の人などが、住み慣
れた地域で一緒に集まりお茶を飲みながらおしゃべりを楽しみ、一緒に笑いあえる仲間づくりや
居場所づくりをする「場」のことです。
　本会では、「地域交流サロン」の立ち上げから運営に関するご相談や助成金を交付するなどの
支援を行っています。お気軽にご相談ください。

地域組織化活動

訪問活動

研修事業

交流活動

・ 「福祉カード」を作成し、必要な援護活動の内容を
把握します。
・ 緊急時の連絡網を作成し、助け合いの組織づくりを
します。

・ 一人暮らしの高齢者への声かけ訪問、カーテン開閉
などによる安否確認など。
・除雪、排雪活動など。

・ 出前講座（生活習慣病講座、健康体操、高齢者疑似
体験、車椅子体験など）
・高齢者を対象とした料理教室、救急法講習会など。

・ 茶話会や趣味の会、食事会などを身近な地域で開催
し、高齢者や障がいのある人、子育て中の人などが
集える場所の提供など。
・ 「昔の遊び」の体験など、高齢者と子どもたちの異
世代交流会の開催など。

帯広市社協
マスコットキャラクター
「ニコ、ニッコ、ニーコ」

ま ち

発行　社会福祉法人　帯広市社会福祉協議会
〒080-0847 帯広市公園東町 3丁目 9番地 1　TEL.21-2414
◎ホームページアドレス   
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小地域ネットワーク活動推進事業のご案内

地域交流サロンを始めてみませんか？

具体的な
活動の例

現在、帯広市内には26ヵ所の「地域交流サロ
ン」があり、平成25年度は延約2万人が参加さ
れました。しかしながら、地域で歩いて通える
範囲にサロンがないという地域もあり、本会で
は、今後ますます「地域交流サロン事業」の推
進を図っていきます。サロン運営をやってみた
いと、興味をお持ちの人は、ぜひお問い合わせ
ください。

　小地域ネットワーク活動推進事業とは、地域における支え合いや見守りの仕組みづくりにむけた取り組みを支援するための事業です。単位町
内会、連合町内会、自治会を対象に共同募金を一部財源とし助成金の交付や出前講座を行っています。

■ 年間指定 ～  2年間にわたり事業を展開する単位町内会を対象に助成します。
　　　　　　　⇒助成額　1万円以上5万円以下（単年度）
■ 事業助成 ～  連合町内会、単位町内会、自治会の1つの事業を対象に助成します。
　　　　　　　⇒助成額　上限2万5千円
■ 出前講座 ～  連合町内会、単位町内会、自治会が、出前講座を行う際の、会場費や

資料作成費を助成します。
　　　　　　　⇒助成額　上限5千円

問い合わせ：地域福祉課　☎２１－２４１４

問い合わせ：地域福祉課　☎２１－２４１４

☆地域交流サロン  Q ＆ A
会場はどこをつかえば

いいの？
地域の福祉センターやコミセン、個人宅など
を利用します。

どんなことをしているの？
茶話会・軽運動・行事などを通じてふれあい
と交流の場を提供しています。

どのくらいのペースで
開催するの？

週1回程度の範囲で開催しています。
（月1回以上の開催）

運営費の負担は？
本会より会場費等の一部を助成しています。
（本事業の一部に共同募金の助成金をあてています）

？

「助成を受けてみたいけど、よくわからない」

「福祉の活動について知りたい」

「研修や出前講座を受けてみたい」など

 まずは、お気軽にご相談ください！

啓発活動
・ 町内会の福祉活動を周知するための「福祉だより」
の発行など。
・ 避難訓練、炊出し訓練など。

車椅子の使用を想定した避難訓練

災害ボランティアの指導による炊出し訓練

No. 148 ■4■

社協だより発行費用の一部に「共同募金」の助成金をあてています。　◆社会福祉法人帯広市社会福祉協議会（帯広市公園東町3丁目9番地1　TEL 21－2414）

登録ホームヘルパー（パート）を募集しています会 員 入 会 の お 願 い
　社会福祉協議会では、介護保険法・障害者総合支援法（H25.4～改正）
にもとづくホームヘルパーの派遣のほか、地域生活支援事業による移動
支援（外出の支援）を行っています。登録ホームヘルパーを希望される
人は、お気軽にお問い合わせください。

　本会の会員による会費は、地域福祉の増進を図るうえで、その運営を
支えるための貴重な財源となり、地域交流サロンや小地域ネットワーク
活動（町内会が行う福祉活動・研修会における講師派遣及び活動費）へ
の助成など、皆様のより身近なところで地域福祉の充実に活用されてい
ます。
　今年度も個人・団体・法人などの皆様に会員として社協をご支援くだ
さいますよう、会員の入会をお願いします。
　なお、期間は1年間(4月～翌年3月)となっています。

会員区分 ●個人会員（年会費） 1口 ５００円
●団体会員（年会費） 1口 １，０００円
●法人会員（年会費） 1口 ５，０００円

問い合わせ：在宅福祉課　☎２１－２６７７問い合わせ：総務課　☎２１－２４１４

申込・問い合わせ：地域包括支援センター　☎２１－３２９２問い合わせ：帯広市成年後見支援センター　☎２０－３２２５

ご協力ありがとうございました
平成26年6月～平成26年7月末日までの実績で敬称は省略させていただきました。

個人情報の観点からご了承いただいた人以外の個人名の記載は控えさせていただきます。

●婚活ボランティア帯広 難波孝次　　●個人　　82名

社協会員　新規入会者

●帯広建設業協会　●東海日動とかち代理店会　●パッチワークグループ キルトブーケ　●十勝民謡連盟　
●㈱損害保険ジャパン　●㈱道東サッシセンター

愛情銀行金銭預託

●あかしや中央町内会（リングプル）　●あかりデイサービス（リングプル）　●お茶の間わいわいくらぶ（リングプル）
●学習塾will（リングプル）　●北海道銀行帯広支店（リングプル）　●西10号ふれあいサロン（リングプル）　●㈱設備テック（リングプル）
●明治安田生命相互会社（リングプル・使用済み切手）　●帯広市障害福祉課・保護課（使用済み切手）　●緑ヶ丘郵便局（使用済み切手）
●㈲ヤマヨシ（使用済み切手）　●帯広時計貴金属眼鏡商組合（電波壁掛時計・壁掛け時計修理）　●個人（リングプル）4名　●個人（使用済み切手）2名
●個人（バスタオル）1名　●個人(紙おむつ)1名　●個人（電気冷蔵庫）1名

愛情銀行物品預託

募  集  人  数 若干名
資　　　 格 ホームヘルパー（訪問介護員）２級以上・介護職員初任者研修
営　 業 　日 日曜日～土曜日
営  業  時  間 午前７時～午後８時
勤務日・時間  勤務できる曜日・時間帯で稼働していただきますのでご相談

ください。
 ※月20時間以上勤務可能な人を希望します。
賃　 金　 等  時給１,０３０円以上（土曜･日曜･祝日や早朝･夜間は各250

円/ｈの割増加算あり） 勤務に伴う移動経費の支給
選  考  方  法 書類選考及び面接

募

　集

　要

　件

帯広時計貴金属眼鏡商組合様より
壁掛け時計の贈呈

地域包括支援センターからのお知らせ

予約不要です

　地域包括支援センターでは、帯広市の委託を受けて「家族介護者リ
フレッシュ事業」を行います。高齢者を在宅で介護しているご家族の
労をねぎらうため、介護から一時的に離れて気分転換することや自宅
で介護しているご家族の情報交換や交流を通じて、介護者自身の心身
の元気回復を目的としています。

●日帰り温泉
参加対象： 市内在住の65歳以上の要支援1・2、要介護1～5の高齢者を

在宅で介護している家族（帯広市民）。同居家族でなくても参
加可。

日　　時：平成26年9月30日（火）10：00～15：30
場　　所：十勝川温泉　第一ホテル
参加定員：15名
参 加 費：無料
集合場所：帯広市役所（西5条南7丁目）

※ 市内のその他3ヵ所の包括支援センター(至心寮・
愛仁園・けいせい苑)でも、それぞれ別日程でリフレッシュ事業（日帰
り温泉）を実施します。

　帯広市成年後見支援センターでは、帯広弁護士協会、釧路司法書士会・
リーガルサポート釧路支部、北海道社会福祉士会十勝地区支部の各団体
との共催により、成年後見制度にかかる無料相談会を開催します。
　認知症や知的・精神障がい等により、判断能力が不十分な方、将来判
断能力が低下した時のことが心配な方等、様々な方のご相談に応じます。
　ご本人、ご家族、関係者等、どなたでもお気軽にお越しください。

日　時：平成26年9月15日（月）敬老の日
　　　　10：00～14：00
場　所：帯広市グリーンプラザ  1階  会議室B・C
　　　　帯広市公園東町3丁目9番地1

帯広市家族介護者リフレッシュ事業のご案内成年後見制度にかかる
無料相談会のご案内

快適オフィスを創造する…

〒080-0851　帯広市南町東１条２丁目２番地
TEL（0155）47-2111㈹  FAX（0155）47-4002

株式会社

建築物環境衛生管理

〒080-0856　帯広市南町南7線26番地31
TEL 0155-48-8858　FAX 0155-47-1545
本社／釧路　支店／釧路・札幌

代表取締役社長

取締役帯広支店長

樋口 貴広
中村 　司

環境テクノス


