
眼室市立北斗／J＼学阪で、根室市ろうあ会の今野会長を講師l之迎え、ラコ二7フボランティ7フ
蓋成講座を開催い芝しまし定。

3年生のみなさ九ガ、日常使用する簡単な手話を覚え芝り、身mりや手mりでとのように

相手l之気持ちか伝わるのかを学びまし定。

ま芝、今野さ九との爽況を通じて、聴覚障がい者とのコミコ二ケーショシのとり方や聴貨

障がいへの理解をよりいつをう深める之とができまし芝。

・ツコ二7フボランティ7フ善成講座12ついては、~誌7頁l之詳しく記議しております。

発行社会福紐活人眼室市社会福祉協議会

眼室市有鶴町2プ目6雷地 TEL 24-0381 

印刷開眼室印闘肺式会社

， 之の「社協定より」は共同募金の田成金及び

（什ヴ 社協会費を発行酉閏l之充てております。
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平 脳年度

綱審鑓艶民蹴＇~＼）拠調。Uがと弓己曹関ぬ
昨年の10月 1日から12月31日にかけて、「赤い羽根共同募金運動」を実施しました。

「赤い羽根共同募金運動」では、 10月4日に実施した“街頭募金”をはじめ、さまざまな募金活動を

展開し、皆さまから多大な善意をいただきました。寄せられた募金

は、平成27年度の地域福祉並びに在宅福祉を推進する事業活動など

に活用いたします。

また、共同募金運動の一環として、昨年の12月 1日から12月31日

にかけて「歳末たすけあい運動」も併せて実施いたしました。「歳

末たすけあい運動」に寄せられた募金は、市内の要援護世帯への義

援金助成や、昨年12月に発生した低気圧により、住宅が床上浸水被

害に見舞われた世帯への見舞金など’に活用いたしました。

皆さまからのあたたかい善意、誠にありがとうございました。

・内訳
「赤い羽根共同募金運動」

募金額 4.927.323円

・町会募金 ........................1, 944, 003円

・街頭募金…・・……・…・・……・… 244,255円

・法人募金 ……・………ぃ・…・・1,667, 000円

・学校、 その他の募金・・・・・・・・・1, 072, 065円

「歳未Tこすけあい運動」
・内訳
・町会募金...........................236, 505円

募金額 2.323.344円

・法人募金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 637, 328円

・職域募金 －－－－－－－－－－－－－－－－－・・・・・・・・・・269,359円

・団体・その他の募金・・……・1,180,152円

i F時 宮 時 議 時

市町村地域に助成

募金額の約7割は、根室市社協

に助成され、地域福祉・在宅福

1>' と 共 全 道 助
祉事業に活用いたします。

ら り 同 額 共
の ・戸別募金 ま 募 送 同 戚

全道地域に助成
募 繍募金 と 金 金 募 時
金 ・法人募金 め 委 金 募金額の約3割は、北海道共同

・学校募金 員” ゐ~ 募金会が広域的に道内の各種福

・その他の募金 会 祉事業等に活用いたします。

_.;' 

』 J



恥溺瑚時幽調副

ふれ志い交流会事業． 
毎年9月に市内の福祉団体なぜが一堂に集まり、 明誰

もが共に生をる福祉の社会づくりH を目指して『ふれあ

い交流会』を開催しております。

平成26年度l立、 9月7日（日）に根室市総合文化会館に

おいて『ねむろ健康まつり』と協同で開催いたしました。

当日1ま晴天に恵まれ、約1'500人が来場し、市内の福

祉団体や個人ボランティアなどで構成される ＼う、れあい

受流会実行委員会H が設置した各種コーナーは大変盛り

上がり、みん怠で交流を深めることがでをました。 平成26年度『第20回ふれあい交流会』

配食サーピス事業

広報発行事業

概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者並びに高齢者夫婦で調理を

することが困難な方を対象に栄養バランスがとれた、あたた力、し、

昼食をお届けしています。

また、昼食をお届けする際には、配食スタッフが声かけなぜを

して安否の確認も行っており、住み慣れた自宅で、健康に暮らし続

けることができるよう支援をしております。

根室市社協で実施している各種福祉活動や皆ざまの暮らしに役立つ福

祉情報を発信しています。

『ねむろ社協だより』l立、年3回 （3月 ・7月・ 11月）市内全戸に配

布しており、一部市内の商店やコンピニエンスストアにも 『広報ねむろ』

に折り込まれ設置しております。

また、昨年の9月より根室市社協のホーふページも立ち上げておりま

すので、根室市社協の事業活動など‘についてお知りになりたい場合lまご

覧ください。

・根室市社協のホ一心ページアドレス http://nemuroshakyo.or.jp 

高齢者守否確認、事業（愛の声かけヤケ jしト配布事業）

ヤクル卜レディが定期的に自宅にヤクルトを配付し、安否確認の声かけを行います。

対象者lま、身内が近くに住んでおらす、病弱で近所との関わりが少なし、65歳以上のひとり暮らし

高齢者となります。

※70歳以上の高齢者安否確認事業は、市の委託事業で実施しております。

・この他にも赤い羽根共同募金は、根室市社協が実施するいろいろな福祉サービスに役立てられています。

根室市有磯町2丁目6番地 根室市社会福祉協議会（根室市福祉会館内）
電話 24-0381 FAX 24-0551 戸腫事業に関するお問い合わせ先l
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崎疎部蹴寝過

歳末義援金助成事業
••• 
17 

歳末義援金助成事業は、市内の経済的に支援を必要とする世帯に対して、新年を明るく迎えてい

ただけるように、歳末たすけあい運動で－寄せられた募金を活用して助成する事業です。

昨年末に市内の各担当地区の民生委員にご協力いただを、 77世帯167名に総額166万5千円の歳末

義援金を助成いたしました。
司、 」

災害見舞金贈呈事業． 
昨年の12月17日に根室市を襲った爆弾低気圧により、住宅が床上浸水で－被災された世帯に対して、

災害見舞金を贈呈レたしました。

根室市社協では、歳末たすけあい募金を活用し、被災された63世帯に63万円 （一世帯あたり 1万

円）を災害見舞金として贈呈し、たしました。なお、北海道共同募金会からも同様に赤い羽根「災害見

舞金」が贈呈されております。

被災された方々につをましては、日々の寒さも厳しく、ご不便芯生活を余儀芯くされていると思

いますが、根室市社協では、一日も早く穏やかな毎日に戻ることがでをますよう、今後も困りごと

な？！＿＇の相談に関して支援を継続してまいります。

※災害見舞金の贈呈につをましてはい、赤い羽根 「災害見舞金」交付要領H に基づを実施しております。

') 

防71くそ／－＂／支給事業

防水シーツ支給事業l立、市の介護用品支給事業対象世帯で

根室市社協に申請をいただいた世帯へ防水シーツを支給し、

介護を受ける方や介護をする方が少しでも毎日の生活を快適

に過ごしていただけるよう支援する事業です。

防水シーツl立、ベッドや敷布団の上に敷くことで、尿もれ

による浸透を防いだり、防臭の効果があります。

今年度は20世帯 （1世帯につを 1枚）に防水シーツを支給

いたしました。

入学支援金贈呈事業
．． 

ありがとうの戸
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入学支援金贈呈事業は、平成27年4月に小学校に入学する児童がいる世帯（市民税非課税世帯で

ひとり親家庭の児童及び在宅で暮らす障がい児を対象）で、根室市社協に申請をいただいた世帯へ

入学支援金を贈呈する事業です。

今年度lま対象となる17世帯に1世帯あたり 1万円を贈呈いたします。

※号年庭、皆さまがう寄世うれE誇盆額ピ弓年鹿実施しE事業費総額ヒの差額l志、燕年度以降の 『歳市た苛け
あい幕盆』 ぞ活用した事業lご活かされま可。

4 



・町会募金

三香川町会
北浜町会
琴平町会
弁天町会
汐見 ・海岸町会
干g町会
鳴海町会
本町第三町会
花咲町会
松ケ枝町会
朝日町会
栄町会
弥栄町会
有磯町会
月有町会
月見町会
駒Ji第一町会
駒場中央町会
駒場第二町会
駒場望洋町会
明治第一町会
明治第二町会
明治第四町会
明治団地町会
本町中央町会
得ヶ援町会
緑町会
常盤町会
弥生町会
；宵隆町会

平内町会
定基第一町会
定基第二町会
北斗町会
松本町会
花園町会
光和町会
鉄南町会
敷!I町会
宝西町会
宝林町会
緑ケ丘町会
西浜町会
光ヶ丘町会
宝和町会
幸町会
宝町会
曙町会
昭和第一町会
昭和第二町会
昭和第三町会
第一光洋町会
光洋第二町会
光洋町会
光；羊新生町会
佳木町会
花咲港第一町会
花咲港第二町会
花咲港第三町会
花咲港西浜町会
厚床東町会
摩床西町会
栗原床町会

・町会

渇根沼町会

月有町会
駒場第一町会
光洋町会
定基第一町会
定基第二町会
昭和第二町会
第一光洋町会
千島町会
月見町会
常盤町会女性!iB.福祉g(I

友知第一町会婦人部
友知第二町会婦人部
西浜町会
花園町会
歯舞第五町会婦人部
宝和町会
宝林町会
幌茂尻町会婦人部

赤い羽根共同募金運動寄附者・団体（敬称略）
西厚床町会
槍酋町会
新酪町会
湖南町会
初回牛町会
別当賀町会
川口町会
酪陽町会
温根沼町会
幌茂尻町会
活石西町会
活石東町会
浜松町会
昆布盛町会
長節町会
西和田町会
東和田町会
友知第一町会
友知第二町会
双沖第町会
双沖第二町会
双沖第三町会
新光第一町会
新光第二町会
歯舞第一町会
箇舞第二町会
歯舞第三町会
歯舞第四町会
歯舞第五町会
豊里町会
18！＆瑠第一町会
I吾E畠沼第二町会

沼運沼第三町会
活J£IIJ第四町会
納；少布町会
温根元第一町会
温根元第二町会

・法人募金

アーり－riード根室店
あさひプリント側
開アサヒプロパン
アベドラッグ西浜店
側阿部薬局

備1荒木地造船所
池田仮金店

石I亘漁業側
伺イシグロ
泉プロパン悌
板垣商店
陶ー燭奄（菓子店）
伊藤建設側
陶インテリア ・エス工房
陶魚信

碓氷勝三郎商店
臼回日出夫税理士事務所
馬立建設側
永宝冷蔵側

駅前札幌ラーメン
エンジニアサービス力ミヤ
大坂漁業側
落石漁業協同組合
小沼水産
伺オマタ左官工業
情1倒陽ガス

倒影井建i量 道東ta業側根室営業所 マルイチ綜合食品側
側柏崎造紛 道東連投悌 マルコウ水産
伺力トウ 道東電子サービス側 側マルコシ ・シーガル
力ネアキ水産 東洋商事側艮室営業所 丸子佳秀税理士事務所
備｝カネカイチ鈴木商店 側トヨタレンタリース釧路根室店 側丸鮮
（根室海鮮市Ji) 1富永不動産貸付 附マルダイ水産

性調カネコメ高岡商店 側ナオ工石油 附マルタツ
カネサイチ佐腹水産側 中村商店 側丸浜一水産
闘力ネヒロ 西浜ラーメン 備）マルフク
附力ネマ浜屡商店 ネッツトヨタ釧路側根室店 附マルユウ
附兼白 根室印刷lj｛側 聞丸鱗坂倉商店

阿カネヨシ水産 根室共立病院 水野板金工作所
川上歯科医院 根室漁業協同組合 宮下電気附
側川上商店 ·~室金融惚会 宮野洋志税理士事務所
菊池部品 根室交通附 メーコー商事側
側キタウロコ荒木商店 伺恨室自動車工業 山口歯科診療室
側紀国谷商店 根室商築協同組合 側山口木材店
陶兄弟ボデー修理工Ii 根室水道側 側山十前川商店
也同建設工業側 根室スチレン側 陶ヤママン食品
綱；軍電気側 ＊~室~函開 制ヤマモトファーマシー
クエラ ・システム 椴室清係企業組合 山本薬局
釧路トヨタ自動車側線室店 根室石油側 側山森製パン
側丸也窪図商店 側根室葬儀 側ヤマレン
側クリエ 4臣室造船側 吉沢木材側
恵津直孝税理士事務所 根室ダイハツ販売側 吉田水産附
甲らE呈 陶根室千代田電機 レストランホテルルピナス
事代漁業開椴室支店 根室通運側 伺若松印房
小林妓衡コンサルタン卜側 線室西浜メナード化経畠盟主張鉛 遊辺遷験側
関小林商店 線室ハイヤー側 渡辺園芸
根釧漁船保険組合 ~~室無線電機側 渡辺建段工業側
サ一村上物度俄1 ~~室湾中部漁業協同組合

・窓口募金側サイト一 信太クリーナ ス 側
陶サイン・スタジオたかはし 側はせ川 江村精神科内科病院募金箱
作地建段 花咲運輸側 岡田内科胃腸科医院募金箱
佐田石材店 歯舞運送附 釜丁食事処募金箱
佐藤建具製作所 歯舞；魚策協同組合 喫茶こころ募金箱
側三印山本商店 はまざき菓子店 （社福）希望の家募金箱
伺三戸自動車工銭 林建設工業側 市役所売店募金箱
カネ共三友冷厳附 伺飯作水産 市立根室病院募金箱
質成寺 側ヒシサン 市立歯舞診療所募金穏
附シパノデンキ ビジネスホテル三洋館 大地みらい信用金庫
開島j章商店 白書E寺 曙支店募金箱
庄林水産陶 側平庄商店根室工場 大地みらい信用金庫
伺昭和プロパン 側ファイン 駅前支店募金箱
信輿商事側 福井製麺所 大地みらい信用金庫
側杉山水産 側蔵弁水産 市役所派出所募金箱
倒すずき 富士貨物倒 大地みらい信用金庫
セイコーマー卜うちゃま歯舞店 滋野金物店 歯舞支店募金箱
陶努陸水産 フジボデー 大地みらい信用金庫
第一産業側 双築電気側 本店募金箱
闘ダイエー自動車工銭 船屋労務士事務所 ツルハドラック4臣室店募金浦
田家木材俄） 側プラテック根室支店 トキワ医院募金箱
大I也みらい信用金庫 ヘアーサロンはつえ 特養はまなす園募金箱
大徳寺 側平和はなや 狼室市福祉会館募金箱
太j羊産業側根室工場 倒宝来木材 側ヒシサン本町給油所募金箱
岡高田アルミ ホクトタクシー側 イオン北海道開帳室店募金箱
樹高橋且JM事務所 北海シ工ル石油湖根室支店 マルシ工・デ・キッチン募金箱
備1滝口建段 北海道エネルギ附 fiそ1ま処八文目募金箱
備）田中漁業部 根室販売支店 側ヤマモトファーマシー
何千葉クリーニング店 北海道マツダ販売附根室店 あさひ調剤センター募金箱
中央ハイヤー附 伺ボデーショップタムラ 鰯ヤマモトファーマシー
側テラジマ ホテルねむろ海陽亭 椴室摺剤センター募金箱
附東光 開前回電役 根室ゴルフクラブ募金箱
J A道東あさひ農業也同組合 真壁建設側 滋食道場壱炉募金箱

m：霊支所 マリンサービス丸子

歳未たすけあい募金運動寄附者・団体（敬称略）
牧の内町会 健康ダンス同好会 娘室市町会連合会役蟻員同 石田美筏子
松ヶ授町会 宗教法人幸福の科学 4皇室市往会福祉包i基金槌員一同 五十嵐八重子
緑ケ丘町会 線室支部 根室市民生委員児童委員包議会 石田 賀

ゴダッベ会 ~a室市役所国友会 石 橋 昌 明
．法人 サークル太僅拳 4臣室市老人福祉センタ一 一線弘道
関石井薬房 茶道裏千家淡交会根室支部 職員一同 大久保祭男
側工クセル 一般社団法人根室膏年会蟻所 根室すずらん学園 大隅宏晃
大関米穀店 市立こまl<f保育所取員一同 根室ソフトテニス 大畑繁健
闘力ネヒ口 市立ほうりん保育所属員ー同 グリーンクラブ 大矢快；台
州図轡道教室 市立まつもと保育所 根室ニッ力会 北村現誠
創作和ダイ二ングすしもと ・子育て相談所織貫一同 機室ライオンズクラブ 工 藤 克 樹
側タイ工ー 曹洞宗板室管内寺院『発心会』 根室ロータリークラブ 熊 倉 扱 法
側巴政興産 中央ハイヤーOB会 フォークダンスサークル 佐藤 巧
糊根室自動車工業 手作りショップキャンディー 『赤とんぼ』 敷 j良佳子

側マルユウ 根室キリスト教会 ボランティア連絡会 志和昭則
宮下電気附 根室筏能士会 「VネットJ 志 和 秀 容

ta室サッポロビール会 みささ保育園磁員一同 惣万恵子
・団体 根室市脅色申告会女性部 高崎興史
力ネコメファミリー会 根室市仏教会 ・個人 谷藤幾子
北の勝を愛する会 根室市消防署臆員福利厚生会 阿 部 軍 j台 田村 孟
銅路方面遭箆重也同組合寝室主蔀 根室市鶴線長OB会 緩野道夫 能霊堂美恵子

・団体募金

育英登

（社福）希望の家
一睡祉団主人生命保験協会調話協会
中央ハイヤーOB会
ta室笹察署磁員一同
4自室更生保護女性会
根室産業フェスティパル

協鎚会 ・実行委員会
揖室市地瞳子ども全育成連描協謹会
花園町会役員一同
北海道コカ・コーラポ卜リング樹
被室娠興局職員同
ふれあい交流会実行委員会
根室市社会福ill:也議会随員一同
根室市社会福位飽議会

ヘルパー親睦会会員一同
訪問入浴介護軍業所職員同

・学校募金

厚床小学校
海星小学校
成央小学校
北斗小学校
花咲小学校
花咲港小学校
箇舞小学校
厚床中学佼
港石中学校
海星中学校
光洋中学校
図舞中学校
根室高等学校
根室西高等学校

・篤志募金

石田 '2: 
石信昌明
池田正利
一係弘道
伊篠秋夫
岩瀬 S亀三郎
大畑繁雄
鎌田てる子
北 村 舜誠
木 村 清子
遜 坂 武義
佐 膝 栄子
佐膝仁太郎
高江久美子
高崎輿史
滝口秀夫
能賞美恵子
畠山霊行
畠山栄美子
繍 国昭
原田隆吾
総永幸
山本昇司
匿名（8名）

I.ti 国昭
原因純子
平野千恵子
前田純一
宮下利明
三船明
棟方スミ子
森祭子
匿名（11名）

・物品寄附

北海道コ力・コーラボトリンク側
リテール事輩部釦路事輩所

中標理販売課
根室市仏教会
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 聞け邑い支え邑う加盟づくり

ゆfill減匂也泊三wan治［］）＠~[1
．・．

r iJ ＼地域福祉活動jとId:、身近芯地域で誰もが生きがいを持って宮心・宮室に生活をi差ることができ
る地域づくりを目指して、地域住民の号参加によって進められる福祉活動です。
眼室市社会福祉協議会でId:、I男守L）活動jや「ふれあいザ口；..J怠どの福祉活劃に取り組む町会｜こ

対して聞成霊を爽付し、、、地域のつながL)H づく りを支援しています。

活動助成屯希望する町会老募集します
活動内容 需望する活劃を選択していただきます。

①見守り訪問活動

日頃から近所との交流が少なく閉じこもりがちな高齢者宅を定期的に訪問し、安否を確認します。

話し相手となって孤独感を解消し、日常生活上の相談を行うことにより、生活を支えていきます。

②ふれあいサロンづくり

ひとり暮らし高齢者等と地域住民が町内会館等の身近な場所に集まり、会食やゲーム等を楽しみ

ながら住民間土の交流を深め、仲間づくりをすすめます。

③災害・緊急時に備えた体制作り

日頃から地域の災害要援護者・世帯（高齢者、障がい者、児童等）を把握し、災害時に安否確認、 ヘ
救援、避難誘導等の対応がスムーズにできる体制をつくります。

④上記以外に、町会の福祉活動老推進する事業

問成金 世情鍛と活動内容により目成額を決定します。

、...／

見守り活動 サロン 災害・緊急時

町会の全世帝数が150以上 60,00 0円 35,00 O円

基本額10,000円 町会の全世帯数が100以上150未満 50,00 0円 30,00 O円
＋ 

1,000円×訪問する世帯数 町会の全世宇野数が50以よ100未満 40,00 0円 25,000円

町会の全世帝数が50未満 30,00 0円 20.000円

指定期間 平成27年4日 18～平成29年ヨ目318 （己年間）

申込期限 平成27年ヨ自己08 （金）

町会関係者が集まる役員会や総舎などの機会に、本舎職員が出向いて事業の趣旨や活動の進め方な
どについて説明させていただきます．お気軽にご相談ください。（TEL:24-0381) 

腿翻艇 「松本町会J のホれ窃七、サロ’ンを紹介じます戟翻糊コ
～みhなで『をちコき大会』そ行いました～

昨年の12月14日に松本町会が松本町会館を会場に『もちつき大会』を開催し、町内に住む高齢者や小

中学生など50名以上の方々が会館に集まりました。

前もちつきH では、幼児や小中学生、 高齢者も軽い杵を使ってもちつき

を体験しました。

杵でついたもちは、あ、雑煮用に

丸めたり、あんこもちなどを作り、

町会婦人部が用意したごちそうと

一緒にみんなでおいしくいただき

ました。

ふれあいサロンに引き続き、忘

年会も行い世代聞を超えた楽しい

交流のひとときを過ごしました。

「JJ＼蜘福祉活動推進朗成時…

6 



L根室市主会福祉協臓会・ボランティアセンターの事業を紹介します】

g8昌l:PSSJ~号ず
ジュニアボランティア養成講座は、本講座での体験

や学習を通じて、児童・生徒ガ、福祉やボランテイアlこ

ついての意識を持ち、回け合いや共lこ生きることの大

切さを学んでいただくことを目的lこ実施しております。

根室市ろうあ会や根室市社協の職員ガ学校に出向い

て、小中学校の総合学習など、福祉の授業を対象に実

施する出前型体験講座です。

講座は、『車いす体験』、『7イマスク体験』、『高齢

者疑似体験』、『手話の学習』の4つの講座を実施して

おります。

講座の実施を希望される学校は、随時受け付けてお

りますので、お気軽｜こご相談ください。

※平成27年2月15日現在、市内の小中学校6校で11講

座を実施しております。

『アイマスク体験』を行った児童の

感想のーさFをご紹介します

．じっさいに体験をしてみて自の不自由な人は大変だな
と思いました。

．もし、目が見えない人が白分の自の前で己まっていた
ら、すぐにたすけてあげたいです。

・障がいをもっていても、スポーツや遊びゃいろいろな
ことができるのがわかりました。

・3れからも自のふじゅうな人のために、パリアフリー
がもっとやくだって、根室にももっとパリアフリーが
できるといいなと感じました。

（ジ口ポラ別ア養成講座のお問い合わせ先l根室市社会福祉協議会・ボランテイアセンター
電話 24-0381 FAX 24-0551 

一一軍属2置き早『嵐盤固j盤量臨場乱委設』園劃一一

『希望の家』による合唱

『たんぽぽの会』によるコーラス

平成27年 1月18日（日）Iこ根室市総合文化会館の多目的ホールで『福

祉団体新年交礼会』を開催しましだ。

当日は、市内の9つの福祉団体の会員やボランテイ？など約150名ガ、

一堂に会しましだ。

各福祉団体がこの日のだめに練習を重ねだ歌やダンスなどを披露す

るほか、ビンゴゲームやラッキー力一ド描選会を楽しみ、みんなで親

睦と交流を深めましだ。

『希望の家』による “妖怪体操” 『希望の家』による“よさこい踊り”

7 
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Nb.318 
根室市社会福祉協議会・ボランティアセンター TEL 24-0381 FAX 24-0551 

畿竃粛雪z，雪昇守安糧劃顎置
昨年12用に捻注した低気庄で被災された方ヤに心からお見舞い申しょげます。

昨年の12月17日の未明から急速に発達した低気圧の影響により、根室
市内は暴風と高潮・高波に見舞われました。

市内では、低地一帯の多くの住宅、商店などが、床上浸水などにより、
建物や家財、閤品に大きな被害を受けました。

低気圧が過ぎた12月20日（土）は、被災地区に市内から多くのボランティ

アが集まりました。根室市社協からもボランティアとして21名が緑町、
梅ヶ枝町を中心に道路に散在する瓦礁の撤去や被災された住宅、商店内

などで後片付けを手伝いました。

現在、市内の被災地区は、だいぶ落ち着きを取リ戻しつつありますが、 ） 

このたびの被害は甚大で・あり、いまだ再開の目途が立たない店舗や生活

に不便を強いられている住民も多数おります。
市内には高齢者などの災害弱者が多数おり、このような突発的な自然

災害にいかに迅速に対応していくべきか多くの課題も残リました。

写真： 根室新聞社提供

根室市社協では、このたび被害に遭われた皆さまが、安定した生活を
取り戻すことができるように困りごとなどの相談に関して支援を継続い

たします。また、災害ボランティア活動の整備・充実を図リ、このよう

な自然災害に素早く対応できる体制づくりに努めてまいります。

思遣弓夢J~夢潰型爆膿j 平成27年度の加入受付中！
ポランティア活動中のさまざまな事故によるケかや損害賠償責任を補償します。

さらに後遺障害もフルカバーなので安I~ ！

t;Jlぬ噂後lf..... «~tJ!l以~お2とけ遺訓
社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福
祉協議会が運営するボランティアセンターに登録されて
いるボランティア、ボランティアグループ、団体

樋館関！闘 f健験鎚！闘》
平成27年4月1日午前0時から平成28年 3月31日午後12
時までとなります。
※中途加入の場合は、加入申込手続き完了日の翌臼午前
0時から平成28年3月31日午後12時までとなります。

種飽肉芸書
ボランティアがボランティア活動中の急激かつ偶発な外
来の事故によりケガをさせられた場合や、偶然な事故に
より他人にケガをさせたり、他人の物をこわしたことに
より法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお
支払いします。

・天災タイプでは、基本タイプにおける補償に加え、天
災（地震 ・噴火 ・津波）によるケガも補償します。
（賠償責任の補償は基本タイプと同じです。）

。台風などの風水害によるケガは、基本タイプでも補償
されます。

官民自定秘

基本タイプ

天災タイプ

樋髄欝jf館館鍬り

死亡保険金

後遺障害保険金

入院保険金目額

手 術｜入院中の手術

保険金｜外来の手術

通院保険金日額

特定感染症の補償

葬祭費用保険金
（特定感染症）

賠償責任保険金
（対人 ・対物共通）

園~画園田園田
1,200万円

1,200万円
（限度額）

6,500円

65,000円

1 ,800万円

1,800万円
（限度額）

10,000円

100,000円

32,500円 I 50,000円

4,000円 I 6,ooo円

上記後遺障害、入院、通院の各
補償金額（保険金額）に同じ

300万円（限度額）

5億円（限度額）

i加入申込み手続き、お問い合わせlヰ民主！望号竺奇型協窒§・璽竺三テイアセンターへ（TEL24-0言台－I ) l 

戸ヘ
」ノ
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J 多《えの荷々ゆご寄附！こ感謝C＼混じふま，q
.＇）く 寧服部年10目1日か5寧民27年1,F.13!1日までに皆さまか5書世5れた善意を紹介Uたしま言J 、
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〈一

祉協事業寄附金（一般会計）
・佐藤 克子 100,000円
・佐藤寿郎 100,000円
・iJll根電気工事業協同組合根室支部 20,000円
・第一生命労働組合得広営業聡支部得広内勤職支部 50.000円
・ （匿名） 30,000円

（合計） 300.000円

ボランティアセンター金銭預託
・茶道裏千家j炎交会根室青空F部

（合計）
10,000円
10,000円

ボランティアセンター物品預託
・大森快人 ・編入 パスタオル 10枚
．渡辺麓里子 タオル他 42点
．西浜新団寿会おしゃべり会パスタオル 4枚
・駒場中央町会女性部 タオル ・パスタオル他 103点
・郵便局長夫人会根室部会雑巾 67枚
・鉄南町会婦人部 タオル ・パスタオル他 225点
・民宿ときわ タオル 400枚
・丸子サキ子 手編み靴下 ・カバー 12足
・吉沢ヨシ タオル 10枚
・駒場望洋町会婦人部 雑巾・パスタオル他 386点
・根室高校ボランティア局車イス 3台
．福津 和子 布オムツ 1袋
eNT T根室OB会 雑巾 ・タオル他 145枚
・有磯町会婦人部 雑巾 ・タオル他 145点
．石川千代 雑巾 ・タオル他 93枚
．桜井 きょ 雑巾 ・タオル 61枚
・松井敏子 敷毛布他 4点
．琴平町会婦人部 雑巾 ・タオル他 237枚
・平賀ヨシ子 手編み靴下 120足
．吉田敏夫 雑巾 40枚
・宝和町会婦人部 雑巾 ・タオル他 45枚
・駒場第一町会婦人部 雑巾・ウエス他 108点
．佐藤寿郎 肌布団 3枚
．桑野輝子 手編みカバー他 50点
．志和卜シ タオル 50枚
・汐見町会婦人部 雑巾・タオル他 246点
・片野幸子 ポータブルトイレ 1点
・図書館友の会 タオル 25枚
・ （匿名） 雑巾 73枚
・ （星名） ウエス 1袋
・ （匿名） 紙オムツ他 10点

収集ボランティア
（牛乳パック）

・成 山 哲子・福原萌絵・庄太郎・側キタウロコ荒木商店・久松さぬ・田中心；,Ii
．成田みどり・山下洋子・倉本ひろ子・光ヶ丘町会・白川 美加
・明治安回生命根室営業所・河田みつ子・川田 隆子・成田喜美子・河端準ー
eNT T根室OB会・工藤克樹・有磯町会婦人部・緑町会・松永 幸
・宝和町会婦人部．中村瑠希・阿部由比子・朝日生命保険根室営業所・白旗玲子
・佐白石材店・幸町会婦人部・大島絢 ・愛依・大友美恵子・五十嵐美智子・菊池洋子

（リングプル）
・根室年金受給者協会・腰 光子・助川恵子・牧本志郎・柏陵中学校福粧委員会
・ホクトタクシ側・池田岩男・附キタウロコ荒木商店・永塚 良．長根山博幸
・山下洋子・松本町会．希望の家・島奈都美・山崎美加・角鹿慶昭
・岩瀬 透．福原務絵 ・庄太郎・成田みどり・向井優人 ・誇き・高野好彦
・カネダイワタナベ側・西浜新団翼手会おしゃべり会・日本生命根室営業部職員一同
．浦島涼風 ・百椛．厚床小学校児童会・白川 美加・駒場中央町会女性部
・郵便局長夫人会根室部会・明治安田生命根室営業所．畠山 拓也・民宿ときわ
・吉津 ヨシ・成田喜美子・根窒スイミングクラブ・NT T根室OB会・工藤克樹
・有磯町会婦人部・石川 千代・総本ゆみ子・竹脇勝海 ・袖 ・采
・割II根電気工事業協同組合根室支部・マルハン根室店．琴平町会婦人部
・久保田麻彩 ・明新・松永 幸・佐々木寿子・小向このは．吉田敏夫
・林崎優奈 ・斉藤佑・宝和町会婦人部・棟方スミ子・湊屋 明子
．花咲小学校リサイクル委員会・阿部由比子・朝日生命保険根室営業所
・渡辺建設工業側・五十嵐コト・石井 正・幸町会婦人部．街ヶ枝美樹
．側工クセル・；タ見町会婦人部・シパノデンキ側・新光第一町会婦人部・大友美恵子
・東峰歩夢 ・梨夢 ・夢飛・鈴木美耳目子・小津 有輝・五十嵐美智子・宮本 隆夫

（使用済み切手）
．原 一郎・久松 きぬ・根室郵便局・根室カトリック幼稚園父母の会
．駒場中央町会女性部・釧根毎気工事業協同組合根窒支部・小向このは・松ケ枝町会
．阿部由比子・渡辺建設工業側．幸町会婦人部・根室高校事務室
．東峰歩夢 ・梨夢 ・夢飛・福原窃絵 ・庄太郎．根室大正郵便局・松下要一

（ベットボトルキャップ）
・ォカモ卜附セルフ根室・成山哲子・今野 ヒデ・福原萌絵 ・庄太郎・腰 光子
・大森快人 ・楓人・助川 恵子・附ベルコ帯広板室支社・大下ゆかり
・柏陵中学校福ネ止委員会・田口 憲子・ホクトタクシー側・池田 岩男
・附キタウロコ荒木商店・赤間政江・山下 洋子・JII口恵子・田中心温
・島奈都美・山崎美加・角鹿慶昭・岩瀬 透・光j羊中学校ボランティア委員会
・成田みどり・平田ひさゑ・倉本ひろ子・菊池雄輝・着石老人クラブ女性部
．岩田 統郷．高野好彦．高本幸雄 ・幸1導・カネダイワタナペ鮒
・西浜新団寿会おしゃべり会・岡田 奈々・浦島涼風 ・百椛・厚床小学校児童会
・白川 美加・駒場中央町会女性部・郵便局長夫人会根室部会
・明治安回生命根室営業所・JI日 経子・畠山 拓也・民宿とさわ．斉藤りく ・りょう
．吉津 ヨシ・能登谷つる・成田喜美子・浜 辺 洋一・根室スイミングクラブ
eNT T根室OB会・工藤克樹・有磯町会婦人部．淀川 スキ・竹脇勝海 ・袖 ・采
．緑町会・釧根電気工事業協同組合根室支部・マルハン根室店．琴平町会婦人部
・川村 紗 寧・久保田麻彩 ・明新・日本生命根窒営業部職員一同・松永 幸
・佐々木寿子・小向このは・ひまわり根室店．吉田 敏夫・住友生命根室支部
・林崎優奈・斉緩佑・宝和町会婦人部・中村瑠希・湊屋明子
・花咲小学校リサイクル委員会・阿部白比子・朝日生命保険根室営業所・白旗玲子
・フラワーショ ップ花るのん・渡辺建設工業側・根室カトリック幼稚闘父母の会
・五十嵐コ ト・佐白石材店．長谷川祝夫・幸町会婦人部・根室高校事務室
．劃｜｜路ヤクル卜販売側根室出張所．梅ヶ枝美樹．愛の家グループホーム根室
．側主クセル・汐見町会婦人部・シパノデンキ附・大島絢 ・愛依．新光第一町会婦人部
・大友美恵子・東峰歩夢 ・梨夢 ・夢飛・鈴木美耳目子・小津 有輝・五十嵐美智子
・根室西高校ボランティア局

※寄附者・団体名は敬称を略しております。
q 



生活動車表擾事勢＠｝ぎ場励文公会えた
，、J、J、J、J、＂
p、ノ、J、J、J、J

在宅で生活する高齢の方や障がいのある方々の判断能力の低下に合わせて、できる

だけご本人の意志を尊重し、その人らしい生活が送れるよう支援する福祉サービスで

す。福祉サービス利用手続きの援助や代行、生活費管理のお手伝い、重要な書類のお

預かりなどを行い、地域で安心して生活ができるように支援します。

詳しい内容は、お気軽におたずね下さい。ご家族、ご親戚など、ご本人以外の方か

らの相談でも結構です。相談は無料です。（秘密厳守します）電 話24-0381

戸、
、J

同日用対象者ば司
高齢や障がいにより．日常生活上の判断に不安を感

じてい否方が対象て．次のような方が利用てきます。

女日常生活自立支援事業の援助内容を具体的に理解

てき否ことが必要です。

女医師によ否認知症の診断や．療育手帳・精神障害

者保健福祉手帳の有無は閉じません。

女在宅て生活レてい否方．在宅て生活をする予定の

方が対象てす。

｜γービスの内容は ｜ 
福祉サービス 福祉サービス巴ついての楕報提
の利用援助 供や利用手続きのお手伝いなど

日常的なお金の管理のお手伝い
など

日常的金銭
嘗理サービス

定期預金通帳や年金証書など、
なくしては困る書類のあ預かり

書類等の
預かり

錫7圃j極通診る祉協震まよリタイ実
【応募方法】
官製はがきに、 ＠郵便番号＠住所＠氏名（ふりがな）
＠クイズの答え＠電話番号＠ 「ねむろ社協だより」へ
の感想 ・意見などをご記入のうえ、 下記までご応募く
ださい。当選者の発表は発送をもって代えさせていた
だきます。
【応募宛先】
〒087-0008

女根室市祉協では4種類の『ジ.:a.=
アボラン子ィア養成講座』を実施し
ていま可。『車い寄体験』、『手話の
学習』、『高齢者疑似体験』とあと
一つは何でしょ弓？

※ヒント ：ワページをご覧ください。 根室市有磯町2丁目6番地
根室市社会福祉協議会

【応募締切】
平成27年4月30日（木）必着（応募は 1人 1枚まで）
※お預かり した個人情報は、プレゼン 卜抽選以外には
使用いたしません。また、当該個人情報は当協議会が
責任をもって管理し、それ以外には開示されません。

正解者の中から紬選で
5名織に『図書カードJ
1, 000円分をプレゼント！ 戸＼

』ノ

． ” ． ．た・．
な※の じ高だひりか館た表ふて催 根談要いて 因 。十理
り貸生根 ま齢 さおを和をこ。彰る＼・第室 く相に相ま、根 り 二事
ま出活室す書 い立しむ利れ 状さ長 ｜二市 だ談応談す早室 ご 月会
すしを市 用 。ち てよ用か をと年．十福 さ内じに。期市 と 十
。の支に 歩 寄いうさら い根に し四祉 い容他は に社毎 七 開
際援お 行 りきなれも た室ゎ －回会 。のの専 問協 ど 日催
にい住 補 ご ま花る、だのた G H 館 秘関 門 題で の に報
はたま 助 観す撞方福 き美 リ ．花前密係的がは掴 第告
、しい 杖 貰。ラの祉ま化、ねい庭は機な解、議一

利 まで （ くぜく心会 しを花むつの 必関知 決日 に 六
用す六 ア l M 明とろぱ花 ずの識で常つ 三
さ。十 JIJI「 lllる緑花い壇守紹を き的 い 回
れ五 ＝＝ I r.:.~；こっ： I ii くでいあ が リ介持 るな て 理
る歳 製 l!j）……‘ llf享市つり 表 ま も つ よ 困 事

日 ミ｜』芋諮 111~計七き 6~~ ~ ~· ぎ
の の 車 ｜臨 面目盛直也雌 ↑l」目協う れ でし員 おと 開
印 歩 ィ 1111•歯車園p IIとを議 II ま 、まが手の 催
鑑行 ス 1111 ~計 ｜｜ を楽会表 じ 信 す対伝相 い
が困 を ｜日仏~.~ 1,1事 し）彰Tこ 軽。応い談
必難 ぉ 1111 一一ー－ ~~1 主まに式 にしをに し
要 な 貨 i 託せお（ ご 、し応 ま
と方 レ 、、 L＼主 相必てじ し
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