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～本所からのお知らせ～

1 .釧路市重量ンティアセンターからのお知ら喧

毎年恒例の『カレンダー・手帳リサイクル市』が開催されます！

釧路市ボランティア連絡協議会の主催による 「カレンダー ・手帳

リサイクノレ市Jが今年度も開催されます。家庭や企業などで使用す

る予定のない平成 27年のカレンダーや手帳を提供いただき、無駄

にしないように販売しております。今回で 10回目を迎える取組み

ですが、市民に広く浸透しており、事業の収益金は釧路市内の各学

校の図書費として寄付させていただいております。

・日時平成27年 1月 10日 （土）・ 11日 （日）

午前 10時～午後4時まで (11日（日）は午後2時まで）

・場所コア鳥取

※なお、物品の寄贈は、 ①12月 24日（水）～26日（金）、

②1月6日 （火） ～8日（木）の期間、郵｜｜路市総合福祉セ

ンター3階（市内旭町 12番3号砲24-1648）にて受付

しております。

～釧路支所からのお知らせ～

平成 26年 11月 13日（木） rn:oo～15:00にて福祉マンパワー活用講習

会が弟子屈町の釧路圏摩周観光文化センタ一実施されました。講師には釧

路モカ女性プロジェク ト代表の森崎三記子氏、事務局長の相座聖美氏をお

迎えし、テーマ「自分ら しく働く 」～キャリアカウンセリングの視点から

～ということで、自分の性格をチェック表で判断したり、実際に会社を興

す時のシュミレーションをグループで話し合ったりして有意義な講習会と
4・・・E』

なりました。また、次の日の 14日 （金） i3:30～15:30には、 ANAクラ

ウンプラサeホテノレにおいて福祉職場説明会を実施しました。福祉関係事業

所 17団体参加のもと求職者に対して仕事内容の説明や就労に関する内容

について個別相談を行いました。今般は2日間で講習会・説明会の実施し

たことを期に参加された方々に対して、福祉に関心を持っていただけるよ

うアプローチをしていきたい思います。



～阿寒支所からのお知らせ～

3.北海道次世代の担い手育成推進事業
「心のバリアフリーJの大切さを学習しました！！

－両車 一一一ー

11月 13日（木）阿寒高校において「車いす体験講座」が行われ、生徒 19

名が受講しました。この講座は、当事者のお話や実際の体験から障がいの理解

を深めることを目的として、北海道が主催する「次世代の担い手育成推進事業j

の一環として行われました。当日は札幌市より障がい当事者講師の会すぶりん

ぐ代表の牧野准子さんをお迎えし、講話を聞いた後、生徒が2人 1組になり車

町一市 l t－一 いす体験やワークショップが行われ、車いすの

事畠

人が因ること、それを改善するためにできることについて、グループに分かれ

話し合いました。また翌日の 14日（金）には、阿寒湖中学校において全校生

徒 24名を対象に牧野氏による講話も行われ、生徒たちは車いす生活の大変さ

や障害の有無に関係なくお互いが助け合う 「心のバリアフリー」の大切さにつ

いて理解を深めていました。

~郡'Mr~ 第3園“家族介護教室”を麗筆します！！

音別町社会福祉会館にて第3回家族介護教室を開催します。今回は エァ ・ウォータ

ー・ハローサポート株式会社の佐々木氏を講師にお招きし、 「福祉用具の選び方・使い

方」というテーマでご講演いただきます。介護に関心のある方ならどなたでも自由に参

加していただけます。ぜひご参加ください。

口 日時：平成26年 12月10日 （水）午後 1時30分～午後 3時

口会場 ：音別町社会福祉会館会議室

5 のについ

今年一年問、社協活動並びに共同募金運動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございました。年内業

務は 12月30日（火）が仕事納めとなります。来年は l月6日（火）から通常の業務を開始し1たします。来年もご

協力よろしくお願いいたします。

釧路市総合福祉センタ一、 郵｜｜路市望洋ふれあい交流センタ一、甜｜｜路市星が浦在

宅ケアセンタ一、郵II路市鉄北在宅ケアセンター 釧路市阿寒町保健 ・福祉サー 休館日 ：12/31～1/5

ピス複合施設ひだまり、釧路市音別町社会福祉会館

阿寒町子ども交流広場、音別町放課後子ども広場 開設日 ：12/31～1/5

釧路市障害者教養文化体育施設 （サン ・アピリティーズくしろ） 休館日： 12/31～1/5

～2～ 



z ..§.＿鍾噴車義毘裏金委員全方Aらのお知主主主 一 二一

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 4 408 163 3, 532,353 640, 110 235, 700 
法人募金 4 767,500 3, 725,000 1 004 500 38,000 
その他募金 1. 266, 588 1, 158, 587 85 354 22 647 
合計 12 020 715 9, 961,827 1, 753, 754 305, 134 
目標額 18,529,000 15,000 000 2 553 000 976 000 
達成率 64. 9首 66.4目 68. 7% 31.2目

12月に入り寒さも厳しさをましてきており

ます。今年も残すと ころあと 1ヶ月となりま

した。 運動開始より多くの市民の皆様にご協

力をいただております。残り 1ヶ月、『赤い羽

根共同募金』 『市民歳末たすけあい募金」とも

に、引き続き特段のご協力をお房長し、致します。

（実績： H26. 11. 26現在）

・赤い羽根共同募金の中間実績報告

r市民歳末たすけあい募金運動スタート
12. 1 （月）より『市民歳末たすけあい募金運動』が始まりました。募金箱の配布

については、民生委員の皆さまにも多大なるご協力を賜り識にありがとうござい

ました。 12.22 （月）から釧路市総合福祉センターロビーに受付窓口（事務局）を設

置致します。募金箱の回収後、当センターまでお届けくださいますよう宜しくお

願い申し上げます。

。「啓発ポスター」並びに「職場募金箱」の回収の依頼について（予定）

・回収予定コ平成26年 12月2 4日（水）～ 26日（金）

協力いただいている企業等の仕事納め前に回収願いただき、総合福祉センタ

ーにお届願います。

冒園田

単位 ・内

E連絡先：露fJ/i路市共同募金委員会 ・塑fJ/i路地区委員会 0154 (24) 1565 

〆年末の募金受付
年内業務は、動｜路・ 阿寒 ・音別地区委員会ともに 12.30 （火）が仕事納めとなり、 年内の募金受付の最終日に

つきましては、次のとおりとさせていただきます。 師走のおり、大変お忙しいとは存じますが、期間内に募金

活動を終えられ、各地区委員会にお届けし、ただければ幸いです。

4砂釧路地区委員会 平成26年 12月30日（火）（釧路市総合福祉センター 1階）

・阿寒地区委員会 平成2 6年 12月26日（金）（阿寒町保健・福祉サービス複合施設ひだまり）

・音別地区委員会 平成26年 12月30日（火）（釧路市音別町社会福祉会館）

7品急車盤主峰襲撃塁佐を世ン）は暗ここまで普及しています ）ー
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。

（実績：平成26年 11月20日現在）

地 区 町内会数 申込数 達成率

東部南 99 64  75%  

東部北 1 1 1 74  6 7%  

自II 路 中部南 96 58 60%  

中部北 69 45  6 5%  

西 昔日 78 60  7 7弛

計（釧路地区） 453 3 0 1 6 6%  

日司 寒 36 33  92%  

z目b己 ~lj 1 8 1 8 100% 

i口』 計（全市） 507 352 69%  

E 連絡先：ボランティア・地域支援係 0154 (24) 1648 

q．u
 



8.掲示板

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

などをど寄贈いただき、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。

ボランティアセン乏ヱ劃蹟
ill!立型民担

～ホームヘルパー募集中～
＝争勤務時間／8時～18時までの聞の

2～5時間

司勤務日数／1週間5日程度

＝キ賃 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）

＝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。

査望彊1iサービス課0154llli.1堕i

一

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｝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

へ／レバ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。

護軍損並空三~里 0154 (24)1595

～4～ 

ー晒画面圃圃圃剛園圃園陸

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f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。

・鋪路0154(24)1742
・阿寒0154(66) 4200 

・責l!l担ill血盟担

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。

タオノレ・パスタオ／レ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i回l,282円

障がい福祉サービス対象者：無料

在宅慣祉サービス謀0154(24)1595


