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本所 ・鋪路支所 釧路市畑町 12-3釧路市総合福主11センター内

（代表）0154(24)1565・FAX0154(23)3776
阿 寒 支 所 鰐市防割中央1-7-12関町保健・蜘サービス複合蹴ひだまり内

0154(66)42αコ・FAX0154(66)4300
音 別 支 所 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

釧路市社会福祉協議会釧路支所は、昭和 58年度に家庭奉仕員派遣事業（ホームヘルパー）受託からは

じまり、平成4年度に訪問入浴サービス事業、平成6年・ 7年度にデイサービス事業と在宅福祉サービス

事業の展開を行ってきました。

平成 12年度介護保険制度の創設以降、在宅福祉サービス事業所の急速な増加と様々な改正等、 社協を

取り巻く社会環境の変化等を踏まえ、社協が運営している 「ほしがうらデイサ｝ピスセンターJを平成

27年 4月l日より「てつほくデイサービスセンターj に統合・再編し運営していくこととなりました。

またこれに伴い、「ほしがうらホームヘルパーステーションJを「釧路市鉄北在宅ケアセンター」へ移

転し、名称も「てつほくホームヘノレパーステーションj としてこの4月より運営いたします。

これからも、在宅福祉に貢献できるよう職員一丸となり努力していく所存ですので、ご指導ご支援を

賜りますようお願い申し上げます。

～釧路支所からのお知らせ～

2.「生活福祉資金貸付事業教育支援資金Jのお知らせ

釧路市社会福祉協議会では、高校、 短期大学、専門学校、大学などへの進学に伴う入学金や、月々の

授業料などを貸付けする、「教育支援資金」の相談を受け付けております。

お近くに進学に関する費用のことでお困りの方がし、らっ しゃいましたらご相談下さい。

また、 2～3月は各学校の合格発表となり、「教育支援資金Jの相談が増える時期となっております。

道社協への貸付進達には民生委員の皆さんからの調査書等が必要となっておりますのでご協力方よろ

しくお願いいたします。

文、生活福祉資金貸付・償還月報を地区民児協の会長さんに報告していますので償還内容等ご確認

願います。引き続き、 指導困難なケースがございましたら事務局までご連絡願います。
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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2回目は、益浦団地町内会サロンの紹介です。訪問日は、保健師
さんによる血圧測定と「健康長考について」の講話、 1.5＼まねっと体験、昼食
という内容でした。最近は出かける形でのサロン実施ち増えていたが、この
日はサロンの原点に戻るような形で企画し、曜日ちいつもの日曜から平日に
変えて実施してみたとのことでしだ。，5，まねっとは、「手の動きをつけると難
しいね～」と、歓声を上げながら皆さん休みなく熱I~＼に取り組んでいました。

サロン活動の説明に伺い

ます。ますは、お気軽にご

相談ください。
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～阿寒支所からのお知らせ～

3.平成26年度たす付あいチーム推進懇談会を開催します－！

阿寒地域における「たすけあいチーム」の今後のあり方や地域の課題について考え、相互の情報交換

を図ることを目的とした「たすけあいチーム推進懇談会Jを3月 14日 （土）釧路市阿寒町公民館にお

いて開催いたします。

当日は、 「たすけあいチーム」 の事業説明や現在阿寒地域で活動している2つの町内会による実践報告

のほか、参加者による情報交換を予定していますので、多数のご参加のほどよろしくお願いいたします。

口日時平成27年3月 14日（土） 1 0時00分～12時00分

口場所 釧路市阿寒町公民館 視聴覚室

置連諸隼：陣寒室所撞掻福祉係 0154(66) 4200 

～音別支所からのお知らせ～

4.第4国家族介護教室を開催しました！

2月26日（木）音別町社会福祉会館において、今年度第4
国家族介護教室を開催しました。当 日は村上口腔外科医院院

長の村上 有二氏を講師にお招きし 「誤礁性肺炎と口腔ケアj

をテーマにご講演いただきま した。高齢者の気道感染の主な疾

患としてあげられる誤嚇性肺炎、 その原因となる誤可能を防ぐた

めの歯磨きのポイン トや入れ歯の手入れ方法など、口腔ケア全

般についてのお話を伺いました。

平成27年度も様々なテーマをもちながら全4回の家族介

護教室を開催する予定ですので、実際に介護をされている方、

関心のある方はふるってご参加ください。

5.釧路市共同募金委員会からのお知らせ！

本年度も、郵｜｜路市内の小中高等学校の児童会・生徒会、大学生や専門学校生などに共同募金運動の協

力を呼びかけ、多くの学校で校内での募金活動や街頭募金活動を実施していただきました。

学校募金 29校／281, 245円（昨年度34校／329,955円）

【小学校（児童会など） 1 4校】
釧路市立芦野小学校 釧路市立大楽毛小学校 釧路市立鋼路小学校

釧路市立昭和小学校 釧路市立城山小学校 釧路市立美原小学校

釧路市立仁々 志別小学校 鍋路市立中徹別小学校 釧路市立阿寒湖小学校

釧路市立光陽小学校 釧路市立東雲小学校

道教育大学附属釧路小学校 剣勝市立阿寒小学校

釧路市立音別小学校

【中学校（生徒会など） 1 0校】
釧路市立共栄中学校

釧路市立幣舞中学校

武修館中学校

釧路市立桜が丘中学校 剣勝市立鳥取中学校

釧路市立美原中学校 道教育大学附属釧路中学校

釧路市立阿寒中学校 釧路市立阿寒湖中学校

鍋路市立音別中学校

【高等学校等（生徒会など） 5校】
釧路江南高等学校 鋼路明輝高等学校 武修館高等学校

阿寒高等学校 釧路孝仁会看護専門学校

釧路市立春採中学校緑の木の会

武修館中学校

武修館高等学校

釧路労災看護専門学校

街頭募金 12校参加
鋼路市立北中学校ボランティア部

釧路北陽高等学校

釧路公立大学ボランティアサークル

釧路市立阿寒湖小学校

～2～ 

（割｜｜路市立光陽小学校）

釧路市立美原中学校

鋼路明輝高等学校インターアクトクラブ

鋼路専門学校

鋼路市立阿寒湖中学校



6.緊急連絡カード推進事業（愛称：安心バトン）は現在ここまで‘普及しています

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。

地 区 町肉会数 申込数 達成率

東部南 99 70 7 19也
東部北 1 1 1 76 68% 

釧 路 中部南 96 62 6 59也
中部北 69 48 70% 
西部 78 6 1 78% 

小計（劃l路地区） 453 317 70% 

阿寒 36 34 94% 
重日工 男IJ 1 8 1 8 100% 

合計（全市） 507 369 73% 
※鍔｜｜路地区では、右記に加え地区連未加入の11町内会で
実施。総体で380町内会での実施となっています。

（実績：平成27年2月20日現在）

量連語先：地鼠福祉課ボランティア・地麗支援係 0154 (24) 1648 

ア．掲 示板

愛情銀行からのお願い 生活福祉資金貸付事業 子育てサポートセンター・

（釧路地区） 担当者からのお願い すくすくのご紹介
当事業は使用しなくなった介護用ベッド

貸付ケースを担当されている民生委員さ f子育ての援助を受けたい方Jと［育児
などをご寄贈いただき、必要とする方に んで、償還が困難なケ｝スや転岩などの の援助を行いたい方Jが会員となり、お
給付する仕組みです。現在、在庫が不足 動き等でお気づきの点がございましたら 互いが地域の中でたすけあいながら子育
している状況ですので、お譲りいただけ 事務局までご連絡願います。また、こち てをする会員制の相互援助活動です。ご
る方はご連絡お願いします。なお、状態 らからの情報で間違いなどがありました 利用・活動を希望される方は各所の担当
によりお預かり出来ないものもあります

らお知らせ願います。 へご連絡下さい。
ので、あらかじめご了承ください。

・釧路0154(24) 17 42 
ボランティアセンター釧路 地域振興係0154(24)1742 ・同事0154(66) 4200 
Q154 (24) 1648 

・音別01547(6) 2941 

～ホームヘルバー募集中～ 夜間対応型訪問介護事業のご紹介 訪問入浴サービスのご紹介

斗勤務時間／8時～18時までの聞の サービスの組み合わせにより 24時間対応 ご自宅の浴槽で入浴が困難な方に対し、

2～5時間 可能。ボタンlつで連絡できる安心の訪 専門スタップがご自宅を訪問し、お部屋

二キ勤務日数／1週間5日程度 問介護サ」ピスです。万が一の転倒時も にいながら入浴ができます。利用者様の

二キ賃 金／1時間1,100円～（通勤手当 へ／レバーがご自宅に訪問します。要介護l プライバシーに配慮し対応致します。

別途支給・経験年数に伴う ～5と認定された方がご利用できます。 タオ／レ・パスタオルはこちらでご用意し

昇給あり） ております。

二キ身 分／定時職員（パートタイマー） 基本料金：1,681円（Iヶ月あたり） 利用料金：介護保険対象者1回1,282円
※詳細については下記へお問い合わせく ※詳細については下記へお問い合わせく 障がい福祉サービス対象者 ：無料

ださい。 ださい。

査宅撞祉サービス課0154J24)J四E 在宅福祉サービス課0154(24)1595r / l在宅福証サービス課0154(24) 1595 

｜鋼酪薗程調路麗戚年畿奥セシター
ー・ι

～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〉 電話：0154-24-1201(FAX:0154-24-3762) 
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