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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 

 

 

 

 

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

なる市民後見人を養成しています。今年度は 7 月 1 日より全 9 講

の日程で釧路市「市民後見人養成講座」を開催し、10月 23日に閉

講式を迎え 30名の受講生が修了されました。今後、市民後見人と

しての活躍が期待されます。 

市民後見人は地域住民の視点からきめ細かい支援ができるた

め、最近注目度が高まっています。弁護士や司法書士、社会福祉

士といった専門職の後見人と比較すると、受任できる案件は限ら

れていますが、今後ますます需要が高まると予想されます。  

来年度も市民後見人養成講座を実施する予定ですので、市民後見人として活動してみたい方、成年後見制度

について詳しく勉強したい方は是非ご参加ください。 

 

●市民後見フォーラムを開催します●●●●●●●●●●●●●●● 

近年、家族関係や近隣関係の希薄化といった問題が顕在化しています。皆様の身の周りにも、身寄り

がなく今後の生活が心配な方、判断能力が不十分であり支援が必要と思われる方がいらっしゃるのでは

ないでしょうか？ 

 

釧路市及び釧路市権利擁護成年後見センターでは、市民の皆様の後見活動への理解の推進と市民後見人の担

い手づくり、誰もが安心して暮らせるまちづくりのため、市民後見フォーラムを開催致します。 

内容としては齋藤修一先生による基調講演を予定しております。これをきっかけに市民の皆様に地域福祉や

市民後見への理解を深めていただければと思いますので、興味・関心のある方はお申込のうえ是非ご参加くだ

さい。 

 

■日 時：平成 26年 11月 29日(土) 13：30～16：30 

■会 場：釧路キャッスルホテル 3階鳳の間 

■内 容：①講演会・ディスカッション(13：45～15：20) 

講師：品川成年後見センター所長 齋藤 修一氏 

②活動報告(15：30～16：25) 

■参加費：無料 

■対 象：一般市民２５０名 

 
 

 

 

～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。 

■相談場所 ■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 

１．釧路市権利擁護成年後見センターからのお知らせ 

平成 26年 11月号 
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福祉関係の職場への就労を希望される方や、興味のある方を対象に「福祉マンパワー活用講習会」及び福祉

職場の仕事内容を各事業所ブースにて説明する「福祉職場説明会」を開催します。 

今回の福祉マンパワー活用講習会と福祉職場説明会については別日、別会場にて行います。特にマンパワー

活用講習会は弟子屈町にて行いますが、知り合いの方等いらっしゃいましたら参加の呼びかけをお願いします。 

福祉職場説明会は釧路市で行いますので地域の中で福祉関係の仕事に就職を希望する方や興味のある方な

どがいらっしゃいましたら、是非に周知頂きたいと存じます。それぞれ福祉の仕事をする上での人との関わり

方をテーマとした講義と職場説明会の内容となっております。たくさんの方のご参加お待ちしています。 

 
福祉マンパワー活用講習会 
■日 時／平成２６年１１月１３日(木)10:30～12:00相談会 

（受付 12:30～）13:00～15:00講習会 

■会 場／釧路圏摩周観光文化センター 

■内 容／「自分らしく働く」～キャリアカウンセリングの視点から～ 

■講 師／森 崎 三記子 氏（釧路モカ女性プロジェクト 代  表） 

     相 座 聖 美 氏（釧路モカ女性プロジェクト 事務局長） 

■参加費／無 料 

■定 員／５０名（定員になり次第締切） 

 

 

福祉職場説明会 
■日 時／平成２６年１１月１４日(金)13:30～15:30（最終受付 15:00） 

■会 場／ＡＮＡクラウンプラザホテル 

■事業所／福祉関連事業所１９か所（予定） 

 
福祉マンパワー活用講習会 

 
福祉職場説明会 

■ 連絡先：釧路市福祉人材バンク（地域振興係）０１５４（２４）１６８６ 

 

 

 
 

 

 

阿寒地域で行われているボランティア活動の情報交換と実践者

のネットワークを促進することを目的とした「阿寒町ボランティ

アのつどい」を来る 11 月 29 日(土)・１０時から阿寒町公民館に

おいて、阿寒町ボランティア団体連絡協議会との共催で開催いた

します。 

今年は、２０００年に発生した有珠山噴火の際に避難所運営に

携わった長万部町ボランティア連絡協議会・前会長の呉敏弘氏を

お招きし、実体験をもとに避難所でのボランティア活動や被災者

受入れの様子についてご講演をいただきます。 

そのほか、釧路市職員による阿寒地域で起こりうる災害につい 

 
▲ 小学生による体験発表の様子（昨年度） 

ての説明や、小・中学生、高校生によるボランティア体験発表も行います。 

 

■日 時：平成 26年 11月 29日（土）10：00～12：30 

■場 所：釧路市阿寒町公民館 大ホール 

 

２．

３．「阿寒町ボランティアのつどい」を開催します 
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 10.4(土)音別町森林体験交流センター・テイクル８０で“2014音別町ふれあい広場”を開催しました。 

当日は子どもから高齢者まで、地域住民が一同に会し、共に支えあう優しい地域づくりをめざして、パン食

い競争やボール運びリレー等のレクリエーションや縁日コーナーなどを通して約１５０名の方が交流を深め

ました。次年度も皆様の参加を心よりお待ちしております！ 

   
 

 

 

 

10.1(水)よりスタートした赤い羽根共同募金運動も１ヶ月が経過。街頭での募金活動からはじまり、企業へ

のお願い、そして民生委員の皆さん・町内会の方々を中心とした地域での募金活動が展開されております。 

大変厳しい経済状況ではありますが、引き続きご協力よろしくお願い致します。（実績：H26.10.29現在） 
 

 

■赤い羽根共同募金の中間実績報告         単位：円 
 合 計 釧路地区 阿寒地区 音別地区 

街頭募金 1,578,464 1,545,887 23,790 8,787 

戸別募金 2,256,681 1,680,481 452,200 124,000 

法人募金 3,993,000 3,029,000 959,000 5,000 

その他募金 798,836 694,835 82,354 21,647 

合 計 8,626,981 6,950,203 1,517,344 159,434 

目標額 18,529,000 15,000,000 2,553,000 976,000 

達成率 46.6% 46.3% 59.4% 16.3% 
 

 

 第２０回赤い羽根チャリティービールパーティーのご案内 
と  き／平成２６年１１月２８日(金)・午後６時から 

と こ ろ／釧路キャッスルホテル３階鳳凰の間（釧路市大川町２-５） 

参 加 費／会券１枚 １，５００円 

イベント／おたのしみ抽選会   
 

市民歳末たすけあい募金運動への協力依頼 
本年度も 12.1～25まで『市民歳末たすけあい募金運動』を実施します。 

ご協力をいただいている民生委員さんにつきましては、ご理解のうえ、次のよ

うに事業を推進いたしますので、ご協力よろしくお願いいたします。  
 

◎｢啓発ポスター｣・｢職場募金箱｣の配布と回収の依頼について(予定) 

◆配布予定 １１月２５日(火)～２８日(金) 

事務局より、地域に対象の企業等がある民生委員さんのお宅に募金資材をお

届けに上がりますので、配布をお願い致します。  

◆回収予定 １２月２４日(水)～２９日(月) 

学校や事業所等は、終業式・仕事納め前に回収願いただき、総合福祉センタ

ーにお届け願います。  

■ 連絡先：釧路市共同募金委員会・釧路地区委員会 ０１５４（２４）１５６５ 

５．釧路市共同募金委員会からのお知らせ 

４．“2014音別町ふれあい広場”を開催しました。 
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全市普及を目指し事業を進めている緊急連絡

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。 

また、お近くの町内会でまだ実施されていない

ところがありましたら、ご紹介いただければ助か

ります。（表：H26.10.20現在） 

 地 区 町内会数 申込数 達成率 

釧 路 

東部南 ９９ ６４ ７５％ 

東部北 １１１ ７２ ６６％ 

中部南 ９６ ５４ ５７％ 

中部北 ６９ ４５ ６５％ 

西 部 ７８ ６０ ７７％ 

小 計（釧路地区） ４５３ ２９５ ６５％ 

阿 寒 ３６ ３３ ９２％ 

音 別 １８ １８ １００％ 

合 計（全市） ５０７ ３４６ ６８％ 

※釧路地区では、上記に加え地区連未加入の１２町内会で

実施。総体で３５８町内会での実施となっています。 

 
■ 連絡先：ボランティア・地域支援係 ０１５４（２４）１６４８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


