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私たちが住む釧路市は、地震などの自然災害の多い街です。災害時にどのような行動 

をとると良いか、平常時からどのようなことに取り組めばよいか、ひとりでできること、 

たすけあいが必要なことなど学んでみませんか？ 

※定員１５０名【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 

 

 

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 

 

 
 

 
 

 

明けましておめでとうございます。 

皆様方におかれましては、お健やかに新年をお迎えのことと存じ 

ます。 

昨年中は、社会福祉協議会のさまざまな事業の推進にあたり深い 

ご理解と格別のご支援、ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。 

昨年は地域福祉実践計画『くしろ地域福祉実践プラン２０１３』 

の２年次目として、釧路市権利擁護成年後見センターにおける日常 

生活自立支援事業と成年後見制度を始めとする権利擁護事業の推進 

や緊急連絡カード推進事業（愛称：安心バトン）の全市展開による 

安心な風土づくりの推進、更には、防災・減災の視点に立った組織 

体制の強化など、積極的に事業を展開して参りました。 
 

本年も、住民に求められるさまざま地域福祉活動、サービスに真摯に取り組み、あいさつ

を交わし合える地域福祉を推進し、地域住民の一人ひとりが、ともに支え合い、互いの人権

を尊重し、住み慣れた地域で安心して暮らすことのできるまちづくりをめざします。 

年頭にあたり、この一年が皆様にとりましてご多幸な年となりますよう祈念し、新年のご

あいさつといたします。 

社会福祉法人釧路市社会福祉協議会 会長 清水 幸彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年 １月号 

【テーマ】『 地域で減災！ あなたが力 みんなが力 』 

【講 師】 東京ＹＷＣＡ東日本大震災被災者支援プロジェクト長  池 上 三喜子 氏 

日 時：平成２７年２月１０日(火) １４：００～１６：００(開場：１３：３０) 

会 場：釧路市生涯学習センター まなぼっと幣舞 ２階多目的ホール 

主 催：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 

共 催：釧路ＹＷＣＡ 

後 援(予定)：NHK釧路放送局・北海道新聞釧路支社・釧路新聞社 

http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=miyake-syakyo:000230364799&k=%E7%A6%8F%E7%A5%89&ic=utf8
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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

帳リサイクル市」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、釧路 

市総合福祉センター３階（市内旭町 12番３号 ℡ 24-1648）にて受付しております。 
 

 
 

平成２６年１１月２９日（土）、キャッスルホテルにて市民後見フォー 

ラムを開催しました。 

フォーラムでは品川成年後見センターの齋藤修一所長を講師にお迎え 

して、品川区の市民後見人の取り組みと活動支援について講演をいただ 

きました。また、活動報告の中では市民後見人として活動しておられる 

五ノ井八重さんからの報告もあり、一般市民、関係者を含め２１２名が 

市民後見人の活動について学びを深めました。 

今年度は３０名の釧路市民が市民後見人養成講座を修了された１３名  

名が新たに市民後見人バンクに登録となり、市民後見人として活動をスタートしようとしています。 

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願います。 

 

■ 申込・連絡先：釧路市権利擁護成年後見センター ０１５４（２４）１２０１ 

 

 
 

 「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。今般は子育ての援助に関する会員制の組織づくりのため会員希望者 

へ説明講習会を開催します。地域の中で興味のある方がいましたらご参加の 

ほどよろしくお願いいたします。  

■日 時／子育ての援助を受けたい人 平成２７年 １月２８日（水）１０：３０～１２：００ 

     子育ての援助ができる人  平成２７年１月２８日（水）１０：００～１５：３０ 

                   平成２７年１月３０日（金）１０：００～１５：３０ 

 ■会 場／釧路市総合福祉センター ３階 小会議室 

 ■内 容／事業概要説明、子どもの救急法、乳幼児の身体と病気、保育の心・子どもの遊び方・ 

遊ばせ方、乳幼児の食生活等■参加費／無 料 

■連絡先／子育てサポートセンター・すくすく（地域振興係）０１５４（２３）２５５２ 

お知らせ ! 
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11 月 29 日（土）、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目的と

した「阿寒町ボランティアのつどい」を阿寒町ボランティア団体連絡協議会との共催で釧路市阿寒町公民館に

おいて開催し、阿寒地域のボランティア実践者及び関係者 118名が参加いたしました。 

2011 年の東日本大震災以降、全国的に災害や災害ボランティア活動に注目

が集まっており、過日発生した御嶽山や阿蘇山の噴火など、同じ活火山を抱え

る阿寒地区においても同様であります。 

当日は、行政説明として釧路市総務部防災危機管理監の佐々木信裕（ささき 

のぶひろ）氏より「阿寒地区の自然災害を知る」と題し、地震や水害・雪害・

火山噴火など、阿寒地域で想定される自然災害について、過去の事例等から詳

しくご説明いただき、参加者は、自分の町にいつ起こるかもしれない自然災害

について理解を深めました。 

また、講演では 2000 年に発生した有珠山噴火に際し、長万部町ボランティ

ア連絡協議会会長として、町内に開設された避難所において第一線でボランテ

ィア活動に尽力された長万部町社会福祉協議会・副会長の呉敏弘（くれ とし

ひろ）氏をお招きし、「災害は忘れた頃にやっ

てくる。今は忘れないうちにやってくる。」と

題し、避難所でのボランティア活動の実際につ

いてお話しいただきました。 

そのほかにも、昨年 8 月に行われた「リーダー研修会」の参加報告のほか、

7 月～8 月の夏休み期間中に行われた「夏のボランティア体験・職業体験」に

参加した阿寒湖小学校と阿寒中学校の児童・生徒 6名による体験発表が行われ、

会場からは大きな拍手が送られていました。 

 

 
 

 

 
 本年４月１日から、釧路市より運営業務を受託した音別町デイサービスセンターも運営業務開始

から８か月が経過いたしました。 

現在、登録者が３８名、一日平均９名～１０名のご利用をいただいております。音別町デイサー

ビスセンターでは、「気軽に・楽しく・安心して」お過ごしいただける介護サービスの提供に努めて

おります。デイサービスは、介護保険の要介護認定が要支援１・２、要介護１から要介護５までの

方がご利用の対象者となります。 

詳細につきましては下記までお問い合わせください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 講演の様子 

▲ 行政説明の様子 

▲ 体験発表の様子 

音別町デイサービスセンター 

〒０８８－０１１６ 

釧路市音別町中園２丁目１１９番地１ 

釧路市音別町福祉保健センターほほえみ内  

☎０１５４７－６－０５０６ 
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赤い羽根共同募金運動並びに市民歳末た

すけあい募金運動が終了致しました。 

期間中、市民の皆様には多大なるご協力を

賜り誠に感謝申し上げます。 

本当にありがとうございました。 

また、募金バッジ(『タンチョウ』・『つる

まる』等)につきましても、多くの方々のご

理解とご協力をいただきました。 

尚、両募金運動の最終実績は次号(２月号)

にてお知らせさせていただきます。 

 

（実績：平成２６年１２月２４日現在） 

 

 

 

■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 
5,931,032 4,634,922 860,010 436,100 

法人募

金 
4,844,500 3,780,000 1,006,500 58,000 

その他募

金 
2,909,662 2,716,652 137,115 55,895 

合 計 15,263,658 12,677,461 2,027,415 558,782 
目標額 18,529,000 15,000,000 2,553,000 976,000 
達成率 82.4% 84.5% 79.4％ 57.3% 

 

■【釧路地区】市民歳末たすけあい募金の中間実績報告（単位：円） 
目標額 合 計 窓口募金 職場募金 

2,000,000 305,812 102,217 248,595 
 

 

 
 

   
10.9 シルバーシティときわ台ヒルズ 
～エンプティボールフェスタの益金を！～ 

12.9 釧路北ロータリークラブ 
～市民歳末たすけあい募金運動を街頭で！～ 

12.15 釧路市立阿寒湖小学校 
～校内での募金活動～ 

   
12.8 北海道コカ・コーラボトリング㈱ 
～飲料水 3,378 本を寄贈⇒市内福祉施設へ～ 

12.15 釧路市立光陽小学校事務局 
～校内での募金活動～ 

12.15 釧路市立阿寒小学校 
～校内での募金活動～ 

   
12.10 釧路サントリークラブ 
～クリスマス例会の益金から募金～ 

12.16 養護老人ホーム・長生園 
～施設内での１年間の募金～ 

12.12 釧路市立音別中学校生徒会 
～校内での募金活動～ 
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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。 

 
※釧路地区では、右記に加え地区連未加入の１２町内会で 

実施。総体で３７１町内会での実施となっています。 

（実績：平成２６年１２月２０日現在） 

 地 区 町内会数 申込数 達成率 

釧 路 

東部南 ９９ ６５ ６６％ 

東部北 １１１ ７５ ６８％ 

中部南 ９６ ５９ ６１％ 

中部北 ６９ ４８ ６９％ 

西 部 ７８ ６０ ７７％ 

小 計（釧路地区） ４５３ ３０７ ６８％ 

阿 寒 ３６ ３４ ９４％ 

音 別 １８ １８ １００％ 

合 計（全市） ５０７ ３５９ ７１％ 
 

■ 連絡先：ボランティア・地域支援係 ０１５４（２４）１６４８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～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 

 

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 

 

９．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 


