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U R L 

メールアドレス 

本所・釧路支所 

 

阿 寒 支 所 

 

音 別 支 所 

 

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

webmaster@kushiro-city-shakyo.or.jp 

釧路市旭町 12-3 釧路市総合福祉センター内 

(代表)0154(24)1565・FAX0154(23)3776 

釧路市阿寒町中央 1-7-12 阿寒町保健・福祉サービス複合施設ひだまり内 

0154(66)4200・FAX0154(66)4300 

釧路市音別町本町 3-50 音別町社会福祉会館内 

01547(6)2941・FAX01547(9)5450 

 

 

 

 
 

１０月１日(水)より共同募金運動が全国一斉にスタートしました。１２月３１日までの３ヶ月間、市民の皆

さんのご協力のもと運動を展開して参ります。                        ※写真は２５年度のものです 
 

   

 

 

 

 

本年度も共同募金運動へのご理解とご協力よろしくお願い致します。 
【今後の募金イベントのお知らせ】 
★釧路地区 

10.1(水)～10.6(月)と 10.11(土)に街頭募金を実施します。 

11.28(金)第２０回赤い羽根チャリティービールパーティーを開催します。 

★阿寒地区 

10.10(金)第６５回まりも祭り(阿寒湖畔)で街頭募金を実施します。 

10.12(日)全国地域安全運動阿寒湖畔地区街頭啓発活動で街頭募金を実施します。 

★音別地区 

10.4(土)音別町ふれあい広場で募金活動を実施します。 

 

 

 

 

 
 

去る平成２６年９月４日(木)に札幌市で開催された第６４回北海道社会福祉大会において、釧路市の関係者

が表彰されましたのでご紹介致します。 

 

  
社会福祉協議会役員功労者（１名） 

竹本 義直（評議員） 

民生委員・児童委員功労者（１８名） 

宮崎 幸吉（橋 南）・小窪 和惠（橋南東部）・旭   迪（橋南北部） 

米塚 靖子（橋南北部）・松本 節子（緑ヶ岡）・三上 博章（緑ヶ岡） 

藤島 勝一（桜ヶ岡）・天坂  修（桜ヶ岡）・斉藤 文子（白 樺） 

三浦与志子（橋 北）・舘内  司（橋 北）・堀籠 玲子（共栄中央） 

福士 親雄（愛国東部）・渡邉 順子（美 原）・中谷 良子（昭 和） 

百目木幹雄（大楽毛）・髙谷 茂次（大楽毛）・小松 康男（大楽毛） 

社会福祉協議会活動推進功労者（３名） 

早坂 勝則・久保田光雄・吉田 守人（阿寒支所地域福祉推進委員） 

社会福祉協議会職員功労者（２名） 

細川 克裕（一般職員）・滝川まり子（介護等職員） 

永年勤続奉仕者（５名） 

【釧地区・民生委員児童委員】 

松山 英彦（緑ヶ岡） 

五十嵐惠美子（武佐） 

佐藤 光男（昭和） 

【阿地区】曽根信幸、松下志郎 

 

優秀地区・団体（１地区） 

【釧地区】興津第一はまなす町内会 

 

優秀学校（１校） 

【釧地区】釧路市立美原小学校児童会ボラ

ンティア委員会 

受賞おめでとうございます。 
 

                                                                        

 

 

 

 
 

『タンチョウバッジ』      『つるまるバッジ』  
(釧路市限定)      (釧路湿原・阿寒・摩周観光圏 

キャラクター)                                             

平成26年 10月号 
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※定員 30 名 ★申し込み締め切り 10 月２７日(月) 

【お申込み・お問い合わせ】 

 釧路市社会福祉協議会 地域福祉課 (担当：博田・池田) 電話：0154-24-1742 

 

 
 

本事業は、釧路市社会福祉協議会・釧路市連合町内会・釧路市民生委員児童委員協議会との協働事業と 

して、“地域福祉の担い手づくり”として開講いたします。 

下記日程・内容にて開催いたしますので、多くの方のご参加をお待ちしております。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 日程 研修の内容 

１講目 １１月 ５日(水) 

１０：００～１２：３０ 

<総合福祉センター大ホール> 

『地域ふくしのまちづくりを考える』<仮題> 

釧路市社会福祉協議会 事務局長  小野 信一 

２講目 １１月１１日(火) 

１３：００～１６：００ 

<釧路キャッスルホテル> 

 

※平成２６年度釧路地区地域福祉セ

ミナーとのタイアップとなります。 

『ＣＳＷの活動について』<仮題> 

箕面市社会福祉協議会  

地域福祉推進課長  高田 浩行 氏 

『困窮者自立支援モデル事業について』<仮題> 

北海道社会福祉協議会 

生活困窮者自立支援担当部長  中村 健治 氏 

３講目 １１月１９日(水) 

１０：００～１２：３０ 

<総合福祉センター大ホール> 

『地域での取り組みの実際』～鉄北西部第１地区編～ 

鉄北西部第１地区連絡協議会 

会長  西村  肇  氏 

弥生睦町内会 

 
サロン 

 

今回は、季刊社協だよりで行っている市内のサロン紹介を月刊版としてお届

けします。月刊版１回目は、弥生睦サロンの紹介です。訪問日は、ストレッ

チと、ふまねっと運動を体験しました。徐々に難しくなるステップに、苦戦

しながらも、「あら難しいね～」「まちがえた～」と笑い声や歓声が上がって

いました。頭と体をたくさん動かした後は、皆さんでおしゃべりを楽しみな

がらの昼食。手づくりの栗ごはんや、サラダ等、色とりどりのおかずが並ん

でいました。デザートのコーヒーゼリーも大好評でした。 

サロン活動の説明に伺い

ます。まずは、お気軽にご

相談ください。 

※私たちもサロンをやってみたい！サロンについて聞いてみたい！という方は？  

釧路市社会福祉協議会 地域福祉課 電話２４－１７４２ 担当：池田まで 
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「やさしさ、ふれあい、そして愛」をスローガンに福祉への参加と理解を深め社会福祉事業資金造成を目的

とした「第３０回チャリティーかくし芸大会」を１０月５日（日）午後１時より、阿寒町公民館・大ホールに

て開催いたします。 

今年は、３０回という節目の年を迎え、釧路地区・音別地区からも参加をいただき、趣向をこらしたプログ

ラムで楽しいひと時を過ごしていただきたいと考えております。 

このかくし芸大会は、町内の企業・商店・団体の皆様のご協力によりプログラムに掲載される賛助広告と協

力券の売り上げから成り立っています。皆様方のご協力をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 音別町森林体験交流センター・テイクル８０において、「音別町ふれあい広場」を開催します。 

 ふれあい広場は、ノーマライゼーション理念の基、子どもから高齢者まで音別にお住まいの皆さんが一同 

に会し、共に支えあう優しい地域づくりを目指して行います。 

 当日は、ふれあい交流会での楽しいレクリエーションを中心に、縁日コーナーやおんべつ学園の販売コーナ 

ーなど様々な楽しい催しを予定しております。大勢の皆さんのご来場をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〔昨 年 度 開 催 時 の 様 子〕 

  

 

 

 

 

 

 

▲ 昨年のかくし芸大会の様子 ▲ 

□日 時：平成２６年１０月 ５日（日）午後１時００分開演 

□場 所：釧路市阿寒町公民館・大ホール 

□協力券：５００円（中学生以下は協力券なしで入場できます） 

日  時：１０月４日（土） 午前９時～午後１２時まで 

場  所：音別町森林体験交流センター･テイクル８０ 

内  容：ふれあい交流会、縁日コーナー、ふれあいビンゴ大会ほか 

参加対象：どなたでもご自由に参加できます。 
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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。 

 

 

ボランティア・地域支援係 0154(24)1648 

 地  区 町内会数 申込数 達成率 

釧 路 東 部 南 ９９ ６３ ６３％ 

東 部 北 １１１ ７３ ６６％ 

中 部 南 ９７ ５５ ５７％ 

中 部 北 ６９ ４５ ６５％ 

西  部 ７８ ６０ ７７％ 

小計（釧路地区） ４５４ ２９６ ６５％ 

阿 寒 ３６ ３３ ９２％ 

音 別 １８ １８ １００％ 

合計（全市） ５０８ ３４７ ６８％ 
 

平成２６年９月２０日現在 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
～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。 

  

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 

 

６．緊急連絡カード推進事業(愛称：安心バトン)の普及状況 

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釧路 

0154(24)1648 

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。 

 

地域振興係 0154(24)1742 

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」と「育児

の援助を行いたい方」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。 

●釧路 0154(24)1742 

●阿寒 0154(66)4200 

●音別 01547(6)2941 

～ホームヘルパー募集中～ 
⇒勤務時間／8 時～18 時までの間の 

2～5 時間 

⇒勤務日数／1 週間 5 日程度 

⇒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） 

⇒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。 

在宅福祉サービス課 0154(24)1595 

 

７．掲 示 板 

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 1 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 1

～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。 

在宅福祉サービス課 0154(24)1595 

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・バ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 1 回 1,282 円 

障がい福祉サービス対象者：無料 

 

在宅福祉サービス課 0154(24)1595 


