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帯広市成年後見支援センター 「みまも一るjが、昨年4月21日に開設され、一年が経過しました。

この問、後見制度などの権利擁護事業の窓口として197件の相談を受け (3月末現在)支援を行

ってきた他、後見の担い手としての市民後見人の養成や制度のPR等、様々な活動を行ってきまし

た。また、本会が法人後見となる決定を裁判所から受けるケースも徐々に出てきており、今後、後

見需要が増加する見込みから、相談支援と市民後見人の養成等を更に充実させていきたいと考えて

います。

「みまも一る」では、昨年1年間において、多岐にわたる相談

を受けました。認知症高齢者91件、知的障がい13件、精神障が

い25件、その他48件と、認知症高齢者に関する相談が全体の51

%を占めており、認知症高齢者の急速な

増加は、帯広市においても、全国的な傾

向と一致し、今後も益々増えていくこと

が予測されます。また、相談内容は、日

常金銭管理が57件と一番多く、制度概要

が57件、申立手続き説明 ・支援に関する

相談が34件などとなっています。

¥付￥

みまも一る開設以来、相談問合せ件数、 利用契約者数が、高齢

者、知的・ 精神障がい者のいずれも増加しています。

日常生活自立支援事業は、 日常生活の判断に不安のある在宅で

生活している方を対象に、生活に関わるお金の使い方のア ドバイ

ス、公共料金の支払い、預金からの生活費の払い戻しなどを、生

活支援員が訪問をして行います。定期的な訪問を通して、高齢者

や知的・ 精神障がいの方が(手帳の有無は問いません〉、自立し

た生活を送れるようにお手伝いする事業です。

「みまも一る」では、認知症や知的 ・精神障がいなどにより判断能力が不十分な方や、将来判断能力が低下した時のことが心配な方の相談

に応じ、住み慣れた地域で安心して生活できるよう「成年後見制度jや 「日常生活自立支援事業Jの活用についてお手伝いします。

まずは 「みまも一る」にご相談ください。

IIlK後見犬夜1A"!i1f惨

1 .日 程 :平成27年10月 (1ヵ月間での研修を予定しています)

2.時 間 :午前9時30分~午後4時10分
(カリキユラムの内容によって多少変更となります)

3.場 所 :帯広市グリーンプラザ集会室

(帯広市公園東町3丁目9番地1) 
4.募集人数 :40名以内

IU 問い合わせ:帯広市成年後見支援センター「みまもーる 圃

勾轡底車種世A鏑~~シ参.... 細雪也勾 福祉職場への就職を希望する人を応援します!

f就活応援講習会jを開催じますf「 1 I福祉マンパワー活用講習会jを開催じますf
~悩んでいるならまず聴こう!福祉施設のあれこれ~

.内 容/管内5事業所の担当者が、施設の取り組みゃ状況

についてお話しまま就職活動にお役立てください。

.対象/福祉施設へ就職を希望する方、掌生の方

4砂日時/7月12日(日) 10:00"'-'12:00 

.会 場/帯広市グリーンプラザ(公園東町3-9-1)γ
fどちらも

.定員/40名(定員になり次第締切り) 日参加費無料

~聞いてためになる!! r良くわかる最近の介護事情J"，-，

.内 容/福祉施設の担当者が、介護現場に必要な知識を

お話します二.講師/ 医療法人社団博愛会地域総合室握センター副部長荒浩美氏.対象/福祉職場へ就職を希望する方、過去に経験または

資格を持っているが福祉職場から離れている方

・日 時/8月10日(月)、11日(火)1 3 : 00"'-' 1 5 : 00 
.会 場/帯広市グリーンプラザ (公園東町3-9-1)

圃 申込問い合わせ:帯広市福祉人材バンク ft27-2S2SIo
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オカリナ出前演奏》

育会合にちょっとしたアクセントを古

地域交流サロン ・趣味の会 ・各種会合 ・介護職場等で

オ力 リナの演奏を聴くひとときを設けてみませんか。い

つもの会合にちょっ としたアクセン トをつけて気分を蛮

えてみるのもおすすめです。

ボランティアで出張演奏いたします。懐かしい昭和の歌

謡曲がメインの演奏です。歌っていただいたり、 リクエ

ストをいただいたりする時間情もあります。

お気軽にお問い合わせください。

演奏時間 :20分か550分程度

(ご希望の時間に合わせます。)

演奏者及び問合先 :笹淵芳昭 電話.Fax 48-2684 

| 平成~年度決算 | 
5月29日 (金〉に平成27年度第1回理事会、評議員会を開催し、

平成26年度の決算が承認されました。 単位:千円

勘定科目 法人全停 1 割合(%

会費収入 2.303 0.6 
寄付金収入 3.170 0.8 
分担金収入 1.427 0.4 
経常経費補助金収入 53.942 13.7 
受託金収入 94.582 24.1 
事業収入 1.299 0.3 
貸付事業収入 37.587 9.6 

収共同募金配分金収入 4.549 1.2 
介護保険事業収入 143.310 36.5 

入 自立支援護等収入 10.669 2.7 

経常語
その他の事業収入 18 。。
雑収入 396 0.1 
退臓共済預け金返還金収入 7.886 2.0 
受取利息配当金収入 172 0.0 

よ 経理区分間繰入金収入 27.394 7.0 
る 引当金戻入 4.203 1.1 

収支 事業活動収入計(1) 392.907 100.0 
人件費支出 247.871 62.5 
幼児」とばの教室運営費 27.067 6.8 
事務費支出 65.856 16.6 
事業費支出 1.240 0.3 
福祉事業費支出 4目093 1.0 

支|歳末たすけあい義援金配分事業費 4.549 1.1 
点訳音訳ポフンァィア育成事業費 43 。。

出 |福祉人材パンク運営費 8.689 2.2 
母子家庭等就業自立支援センター運営費 8.267 2.1 
負担金支出 1.199 0.3 
指定預託金支出 100 。。
経理区分間繰入金支出 27.394 6.9 

事業活動支出計(2) 396.368 100.0 
事業活動資金収支差額(3)=(1)ー(2) -3.461 

勘定科目 法人全体
施設整備等寄附金収入 380 

施設整備等収入計(4) 380 
固定資産取得支出 1.431 

施設整備等支出品十(5) 1.431 
施設整備等資金収支差額(6)=(4)ー(5) -1.051 

勘定科B 法人全体

基金預託金収入 517 

財警 収 積立資産取崩収入 20 
入 基金取崩額 15.313 

財務活動資金収入計(7) 15.850 

収支よる
支

基金組入額 327 

出
積立預金支出 74 

財務活動資金支出計(8) 401 
財務活動収支差額(9)ー (7)ー(8) 15.449 

予備費支出(10) 。
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)ー(10) 10.937 

前期末支払資金残局(H25年度からの繰越金〉 190.565 
当期末支払資金残品(H27年度への繰越金) 201.502 

MMd宇土防72ぷヅ ・2・

倒防彦野蹴糊ゆず局側道自民刺
安IDI.安全・福祉のまちづくりの在り方やボランティアに関する体験学習や

模擬庖を予定しています。多くの皆横のご来場をお待ちしています。

とき :平成27年8月2日(日)10:00-15:00 
ところ:帯広市グリーンプラザ

(帯広市公園東町3丁目9番地1) 
※駐車場が限られているため、公共交通機関または乗り合わせ
でお越しくださいますようお願いいたします。

fJ問い合わせ:地域福拙課 ft21-2414t

。就業準備セミナー(魅力アップセミナー)
開 催 日 平 成27年7月16日(木)
開催時間 13: 00~15: 00 
開催場所帯広市グリーンプラザ(公園東町3-9-1)

定員 20名

。就業準備講習会(パソコン講習)

開催日 ①平成27年7月31日(金)
開催時間 1 0 : OO~ 1 5 : 00 
開催場所 とかちプラザPCルーム(西4条南13丁目1)

定 員 10名

。対象者 :十勝管内のひとり親家庭のお母さん・お父さん

く〉参加費 :無料託児の利用もできます。 (事前予約必要)

※申込締切 :セミナー ・講習会共に開催日の1週間前

平成27年度最初の講習会 ・セミナーです。ご参加お待ちしています。

E 申込・聞い合わせ:母子家庭等就業・自立支援センター ~I] ー~"l 圃

| 平成~年度予算
3月30日 (月〉に平成26年度第5回理事会、第4回評議員会を開催

し、平成27年度の予算が承認されまレセv い1ll.・f 向J

勘定科目

会費収入

寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入

貸付事業収入
収 事業収入

入
負担金収入

介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入

受取利息配当金収入
その他の収入

よ
事業活動収入計(1)

収支る 人件費支出

事務費支出
事業費支出

支 利用者負担軽減額
助成金支出

出 負担金支出
指定預託金支出

貸付事業支出
事業活動支出計(2)

事業活動資金収支差額(3)ー (1)ー(2)

勘定科目

安 施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出

支

I支る収 出 施設整備等支出計(5)
その他の活動資金収支差額(6)ー (4)ー(5)

勘定科目

基金積立資産取崩収入

収
積立資産取崩収入

〉士 事業区分間繰入金収入
の

入 拠点区分間繰入金収入
他

サービス区分間繰入金収入

動の活 その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
積立資産支出

よ 支 事業区分間繰入金支出

収支る 出 拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出

その他の活動支出計(8)
その他の活動資金収支差額(9)=(ワ)ー(8)

予備費支出(10)
当期資金収支差額(11)ー(3)+(6)+(9)一(10)

前期末支払資金残高(H26年度からの繰越金)
当期末支払資金残高(H28年度への繰越金)

法人全体

3.000 
3.626 

62.024 
97.772 
8.374 

38.838 
1.083 

142.286 
8.426 
151 
408 

365.988 
268.591 
77.683 
8.ワ34
360 

4.306 
270 
225 

10.139 
370.308 
-4.320 

法人全体

。
1.800 

1.800 
一1.800

法人全体

2.500 
425 
663 

5.878 
7.444 
16.910 
1.023 
2.123 
663 

5.878 
7.444 
17.131 
-221 。

-6.341 

盟主盟2
193.249 

割合00
0.8 
1.0 

16.9 
26.7 
2.3 
10.6 
0.3 

38.9 
2.3 
0.1 
0.1 

100.0 
72.5 
21.0 
2.3 
0.1 
1.2 I 
0.1 
0.1 
2.7 

100.0 I 

割合(%)

100.0 

100.0 

割合(%)

14.8 
2.5 
3.9 

34.8 
44.0 
100.0 

6.0 
12.4 
3.9 

34.3 
43.4 
100.0 
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ig 五時金運動巴乙協mM aaほ ん乙 g j 
I f平成26年度 赤U羽根・歳末たすけあい募金に 1 !ii 

I li]@;住 戸磁調爪富。州安品E 柄室'たバ i 1;1 I Iltdl"ifJy宅11rÝ#々考Ir弔問J毒事m/J同電茸巳::J~ι蕊UIζo I !i: 

! ( ご温拘~Vがtぅ、 ............... T T T T 'T'T ' T t;: 

j ぬdl¥ξ51:量竺ゾ 昨年10月 1日から12月末日までの3ヵ月間にわたり実施しました共同募金運動に B 
I (l，ア六かbf 町内会や職場学校 街頭など、多くの皆様の参加とご協力をいただきました。 B 
j λ Tτ~~、- ''(7¥ 皆様からの貴重な募金は、地域福祉向上のため大切に活用いたします。 5 
1 ¥. .， ]1γ v、う . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 

I ~ ~ ， C朝 野 犠扮 邸掘:)， !~j 

! ，Q，道内福祉向上・運動推進...・H ・...・H ・-……9，863，878円 &地域の福祉事業lこ...・ H ・.....・ H ・...・ H ・-……4，565，344円 B 
~if ~全道的な視野からの施設整備や地域福祉推進事業及び運動を 社会福祉協議会が実施する各種地域福祉事業に活用しています。 5 
8 展開するための費用等として活用しています。 ....地域支流サロン事業 B 
g v火災等による災害被災者への見舞金支給として活用しています。 ....小地域ネットワーク活動推進事業 f-F1  R 

a晶一ー一-L d修監おA !ii j &要援護者の支援事業に・ ・・・ ・・ ・ ・・1，254，000円 Vボランティア活動推進育成事業 ぷヌ戸三ミふ ! 
3- 士二二L V障がい児(者)余暇活動支援事業 グ ~'{~\ 11: g 生活困難世帯への義援金として活用しています。 {"-J/ ~・，. ¥1' ¥ ~;: 3 -」山山;l'ta: ~II~ 'v.-/~x.. J.o<...llL~\""'/ '-/W/IJ¥../ '-v'U"  70  T独居高齢者いきいき交流会事業 九{ ~圏... r，¥ ~i: 

!il ，Q，地減福祉活動への助成金に・…....・ H ・..…'1，144，000円 v社協だよりの発行 ¥¥¥ " )JJ !i: 

S 福祉団体等が実施する福祉研修や斐流会、障がい者等の当事者 ¥¥ ~、f ぷ ~/ !;: 

3 またはその家族や支援団体などが、その福祉向上を目的とした て金源移Y i 
g 活動費等に助成しています。 一-F 8 

1 助成団体・・・・・ 17団体 (24事 業) li: 
!il ~帯広グルッぺ手話の会 O帯広市女性保護の会 O帯広市手をつなぐ育成会ワークセンターはまなす O十勝地区里親会 O帯広手話サークル「手と手J !;: 
:il ~帯広心身障害者(児)育成会 O帯広地区ことばを育てる親の会 ~WEWとかち O大正地区ノーマライゼーション推進委員会 O帯広身体障害者福祉協会 5 
iil ~心身障がい児(者)作品展示即売会運営委員会 O北海道民生委員児童委員連盟帯広支部 O食と健康支援ネットワーク O帯広更生保護女性会 E 
:il ~日本オストミ-協会とかち帯広支部 O帯広市町内会連合会 Oとかち馬文化を支える会 E 

j 朝議箆期議題寵葬護請区割臨凪活設島頂語膨強 ! 
2パラト東、パラト中央、新パラトいたどり、春日東、春日西、春日南、帯里、高広発祥、清泉親睦、神謹親睦、依田町、東睦、発祥親睦会、東4・5東栄、東3・4親睦、z
a東2の2・3、世互親、東2.5、東1条若葉、東1・4睦、東5親支会、大三会、大四焚睦、五盟、オリエンタルコーポ親睦会、神護、神謹東、柏光、東祥親睦、東苑、東明、E
S 東友東親、東十和、東、農試跡南町、晩成、報徳、東郊協和、東九・七親睦、新泉、祥南第1、祥南第2、十三回、東亜親睦、東和、東光、柏、拍親突、東6 ・ 9、東和、 ~;;

S東5・7親睦、東陽、東栄和、 祥和、 道営中央団地上東1・6親、和光、東二・七、東1・8誠心会、東富久、 東和会、清和、交相、東1の13・14、東2条14・15親友、5
8東4・6親共、東三・七交和、東四 ・七、東三 ・八、東4・8、東鳩、東方親睦、東盟、東明、東3南14親支会、東四条東睦、新開、三光、河南、西三条平和親睦、奉公、i3
8親栄、西3条南9丁目、大6親睦i大7親友、大八盟友、大通南十丁目親睦、大通11T目、大通13丁目共和会、三和親陸、西1・4共親会、互親、七友会、西一・八親善、ig
g親和、西1条南10丁目、西1条12丁目親睦会、三-四同支会、西2の5、開広、西11条橋南、センターシティ 1、JII北、光北、北親、北関、西聞香、東蘭香、新十勝大橋、ig
a捷和、 北栄、 音石、三和、西2条南1丁目、西2条2.3親吏、睦親陸、 北光親陸、 三吉親突、三吉、北栄隣組、新栄、受和、寛裕、第一吏和、みどり、神苑田睦、大川町親和、g
g北星、コーポ第2')パーサイド親睦会、明神、 東1条北郵政、西10条北親、北泉、拓栄、拓光東、拓光、北明、北進、青葉、 玄北中央、北郊、北一線、北友、北協和、E
S西13条北、西14条親陸、玄友親陸、西央、緑栄、玄進、若草、共和、緑勝、長和、北星、新北西、 一中啓北、親成、玄北西、玄北東、柏友、北報和、栄、報和、白鳩、ig
g西16条新和、桜、北-親陸、大心西、第一報和、報友、中帯広西、中帯広北、 17条新和、光栄、六号栄、北伸、栄北、大心東、緑陽、新栄、栄町、北伸第一、北皇、z
S西18条新和、あづさ、報和南、中帯広南、大和一、柳筆、大和二、大和三、 大和玉、大和六、大和七、柏林台北西、柏林台親和、柏林台四一、柏林台啓西、柏林台啓北、3
g相林台東町、相林台第 、拍林台、柏林台南、相林台中央、相林台学園前、菩友、 東柏林台、柏新、柏林台中町2丁目、柏林台四つ葉、北町第一、北町第二、

a柏林北町第3自治会 相林台ひまわり、柏林台すずらん、 くるみ、柏西、柏新第一、高倉西、新町中央、新町東、西栄、西伸、競馬場、若緑、西南部親突、緑圏、十士、3
1睦 西互助12 曙、西五条親実、灯下、繋明、新生、親盛、緑親、七緑、寿、広和第二、第三広和、月進、第一親結、中央、睦、 泉、親緑、共親、丘の町、親和南、ig
j桜町、スズラン、緑、親斐、八条コーポ、躍進、緑苑、親栄、十九和、親和、十九丁目陸、協和親睦、明突、供和、育生、幸進、更生、新帯広平和、明和親睦、南園親睦、 E
j行幸、明協 明和、大谷、啓明、明皇、明星共和、互親、明星親睦、明光、永和、南栄、三友、むつみ、第一啓明、明親、六栄東、六栄第一、 六栄向陽、六栄第三、3
1新成、新明、六栄歩、1i"9:、 一条親交、二八、 三十丁目、さっき、親友、睦、 平成、東1.15親和、文化街、南興、鈴蘭、更新、新実、公栄、20丁目、鉄心、双栄、巨

!南友、南支、東進、東光、光南みなみ、クラックス、光南第一、二十八区親交、南平原、南生、和光、清南、松葉、南栄、新光、東雲、コーポ光南第一親睦会、光南、3
1東南、東方、光南東、南東団地、同栄、緑葉、むつき、緑親、緑ケ丘第三、緑ケ丘さくら、みどり親吏、芳圏、南緑、緑光、十五日、縁栄、みどり、緑栄第一、議勝、3
1緑友、ひまわり、新緑、十五、12、協和、和費、栄和、富費、第一富貴、五中北、愛睦、和突、北駒、新賞、新柏林台、新拍林台南、新柏林台北、新柏林台中央、B
iあやめ、丘の上、南ケ丘、太陽、緑園、相葉、弥生、若草、花園、緑新、新生、緑風、緑山、公園東町、公園三O、公園朝日、公園東町ハイツ3号、公務員宿舎稲田、B
l豊成北、南新和、下稲田、下稲田東、工場前、日甜、帯広南橋、豊栄、新稲田、松南、大門街、栄団地、新栄、黒宮、松竹、南町南、別府団地、南町中央、自衛隊西宿舎、 E
i東共栄、春光、公南、豊陽、南町南ケ丘、南栄、西春光、善隣、新緑生、みなみ野、りんどう、新弥生、稲田団地自治会、稲田団地1号棟自治会、つくし野、稲田、巨

i農校前東、帯広農業高校、新駒翠、上稲田、ひじり西、いずみ、稲皇、稲田中央、みなみ野学園通り、進質、ひじり東、美朝、清流の里西、清流の里中央ι
i清流の里北、清流まなぴ野、ぽっぽ橋、 機関庫の川公園南、清流ハヤブサ、緑支、あかしゃ、緑泉、和泉、あかしゃ中央、ときわ、美佐和、商東、春駒西、春駒、E
iわかな、南商西、共和第一、 共和南、若葉、共和第二親睦、十八緑、緑明、緑南、隷林、南商第一、緑西、峰洋、西常盤、西一九緑、協和南、20条希望、青空、協和20条、E
i東常盤、自由が丘二丁目、自由が丘第一、自由が丘弥生、自由がE北都、自由が丘高台、おぴひろの森西、西20条桜の森、野栄、晴寛台東、晴見台西、柏南緑、三友東、5
1三友中央、東こまどり、こまどり、西しらかぱ、啓西第一、西一九、三友西、37東、弥生、三七、山望、川東あさがお、 20条4、広西、静光、静和、啓和、三七北、 B
i西陵第LJ東くろゆり、 山望北、山望南、 36区、西11号つく し、西帝広中央、西帯広親睦、西斐友、三条高校西、道営ひまわり、西14号団地、酉待広南町、柳橋、B
j共愛、西13号、大成宿舎自治会、タウン24、正進親睦、32区共正、酉の森、津田の森、十五号、フリートピア25、つつじ、ヒルデス25、ウエスト25、新西、つつじ24、E
! ，)パーサイド24、ふれあい、みすみ、関西35区、おふね、関西、新緑、関西ひがし、新緑南、とりで、関西中央、かえで、緑圏西、ポテ ト、西中島通り、森の里、，!;: 
jアjレバータ通り、 星の森、ふしこ、新婦第2団地自治会、森の里東、西21新興、開明、西21条若菜、大空町第6、大空町第24、大空町第8、大空町第9、大空町第 10、E
j大空町第12、大空町第13、大空町第14、大空町第15、大空町第18、大空町第25、大空町第29、大空町第41、大空町第37、大空町第17、大空町第19、大空町第23、R
i大空町第26、大空町第28、大空町第32、大空町第38、大空町第33、大空町第34、大空町第27、大空町第22、大空町第36、大空町第旬、大空町第1、大空町第2、3
1大空町第三みんなの会、大空町第ワ、南の森暁、帯広の森、空港第一、南の森西七、東別府、拓進、帯広刑務所宿舎、ほのぼの、みなみ野中央、みなみ野北、緑陽高校南、 B
1みなみ野緑親、川西、北川西、下川西、中川西、新川西、新生、西豊西、本豊西、別府、中別府、西富士、東富士、南富士、南基松、北墓松、西美栄、東美栄、中清川、 B
j東清JII、太平、戸薦、上帯広市街、北上帯広、南上帯広、北広野、南広野、広野市街、北八千代、中八千代、八千代、拓成、上清川、愛園、愛国南、北愛園、桜木町東、E
j昭和町東、昭和町越前、昭和町親幸、東和、大正町加賀‘大正町幸一、大正本町第一、大正本町第二、大正本町第三、大正本町第四、幸福、種苗管理センヲー十勝農場、E
S中島町中戸蔦、大和、柏林台中央団地自治会、広和、緑むつみ 自

※なお、平成26年度共同募金にご協力いただいた企業及び募金箱設置にご協力いただいた庖舗-企業名については、次号9月号にて掲載させていただきます。

lE 問い合わせ:帯広市共同募金委員会(担当:総務課) 怨 叫
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地域包括支援センターは、高齢者が住みなれた地域で安心して暮

らせるよう、高齢者やその家族に対し、総合的な相談 ・支援を行う

機関です。

介護予防についての相談 ・介護サービスに関する相談・成年後見

制度や高齢者虐待に関する相談などを受けています。

また、介護予防に関すること・介護

保険制度について・認知症サポーター

養成講座についてなど、ご依頼があれ

ば情報提供や講演会を開催します。

たとえば・・・
「介護保険の手続きがわからない」

「最近、家族の物忘れが心配だ。どうしたらいいの。」

「一人暮らしで、最近お金の管理ができなくなった。」

「近隣の高齢者がきちんと生活ができているか心配。」 など

(霊録ホームヘルパー(パート)を募集しています }

社会福祉協議会では、介護保険法・障害者総合支援法にもとづく

ホームへjレバーの派遣のほか、地域生活支援事業による移動支援

(外出の支援〉を行っています。

登録ホームへjレバーを希望される人は、お気軽にお問い合わせく

ださい。

募集 人 員/若干名
資 格/ホームへルパー(訪問介護員)2級以上

募|営 業 日/日曜日~土曜日
|営 業時 間/午前ア時~午後8時

集|勤務日・時間/勤務できる曜日・時間帯で稼働していただきますので
ご相談ください。

要| ※月20時間以上勤務可能な人を希望します。
件|賃 金 等/時*'31，030円以上(土曜・日曜・祝日・早朝・夜間は各250円/h

割纏加算あり)勤務に伴う移動経費の査結
選 考方 法/書類選考及び画緩

お気軽にご相談ください。

l11l 問い合わせ :地誠包括支援センター ft21-3292圃

会員入会のお願い
社会福祉協議会の会員による会費は、地域福祉の増進を図るうえ

で、その運営を支えるための貴重な財源となっています。また本年

度は障がい者の余暇支援事業や高齢者事業(いきいき受流会〉、広報

活動などの地域福祉の充実に活用されます。

個人 ・団体・法人などの皆様には、会員として本会の事業にご理

解いただきご支援くださいますよう、会員入会についてご協力をお

願いいたします。期間は1年間(4月~翌年3月)となっています。

| ・個人会員(年会費) 1口 500円
会員区分 | ・団体会員(年会費) 1口 1，000円

.法人会員(年会費) 1口 5，000円

すでにご入会いただいている場合・

年度ごとの更新となりますので、会員になられた皆様には毎年7月
上旬にご案内いたします。本年度もご協力お願いいたします。

園 問い合わせ:総務課 ~~

社協会員新規入会者

.個人 9名

平成26年12月~平成27ff:5月末日までの実績で、破称は省略させていただきました。
個人情報保護の観点からご3承いただいた人以外の個人名は記載しておりません。

愛情銀行金銭預託

.第一生命保険制南広宣社 .医療法人社団高木皮膚科診療所 .高木健揚 .十勝タンススポーツ協会

.槽の会 ・開明町内会婦人部 .紛ヤマノホールデインクス ピゴール清広庖

.第27回友愛チャリティーショー実行委員会 .井原恭吾 .側南広緑化振興公社

.公益社団法人隊友会道東連合会 需広東・西・音重・幕別支部合同第37回チャリティタンスの夕べ実行委員会

.小西三雄 .独立行政法人国際協力機構 北海道国際センター(帯広) ・ボーイスカウト需広第ア団

.平井音楽事務所 .藤芳会 .帯広ボランティア連絡協議会 .チャーチル会帯広 .南広市わかぱ会

.大和講北海道連合十勝帯広支部 ・NPO法人日本入れ歯リサイクル協会 .大正ふれあいまつり実行委員会

愛情銀行物品預託
可圃・・

十勝鶴陵08会様よりタオルの贈呈

.寿工コフレンズ(リングブル) ・北海道コ力・コーラポトリング側(清涼飲料水) ・啓西にこにこサロン(使用済み切手-リンクブル)

.広西親和会(使用済み切手 目リングプル) ・附設備テック(使用済み切手 リンクプル) .笑楽会(使用済み切手 リンクプル)

.西10号ふれあいサロン(使用済み切手 ・リンクプル) ・コスモスサロン(リングブjレ) .緑陽高校ボランティア委員会(リンクブル)
・お茶の間わいわいくらぶ(使用済み切手 ・リンクプル) .帯広市幼児ごとばの教室通室児一同(リンクブル) .側マルペリー(使用済み切手)
.需広年金受給者協会(リンクブjレ) .東あいあいサロン(リンクブル) .道社協十勝地区事務所(使用済み切手) .あかしゃ申央町内会(リングブル)
.需広市わかぱ会(使用済み切手) .柏林ハッピーサロン(使用済み切手 ーリンクフル) .明治安田生命相亘会社(使用済み切手 リンクブル)
.帯広藤幼稚園(リンクブル) .松竹町内会(リンクブル) .南新和町内会(リングプル) .掌習サークルハル二レの会(使用済み切手 リングブル)
.北親ふれあいサロン(リングブル) .需広北高等掌校(使用済み切手) .認知症フレンドシツプクラブ帯広事務局 (使用済み切手)
.需広市保護課-障害福松課 社会課・高齢者福祉課-こども課・国保課・契約管財課 ・納税課・建築指導課・十勝環境複合事務組合くりりんセンター(使用済み切手)
.十勝鶴陵08会(タオル) ./3"~あいサロン(使用済み切手) .帯広市クリーンプラザ(リンクブル) .豊栄老人クラブ(リンクブル)
.個人(使用済制圧手)8名 .個人(リンクプル)19名 .個人 (車筒吾)2包 ・個人(紙おむつ)1名 .個人 (ポータブルトイレ)2名 ・個人(歩行器)1名

(パッケージ・看板部門新設獅最大ザイズの印刷機導入!鍬 1伽 2.5附)
.各種パッケージ・プレート看板 ・マグネットシート ，酎1.~.・デザイン帽帥珊姐・スピード胡ーカラーボ

.$7~Aトリー ・ヵッテイ加ート ・等身大パネル ω253ド~IJJト

.績断幕・ 懸垂幕 ・のぼり綴 ・ステッカーシール 干080.0803締広市東3条南8丁目 17番地
TEL0155.ε2.3463 FAXO 155.22 

・インクジェット出力サービス URL:addd.co・jp/

l民適1.tフィスを創造言語...

株式会祉曽我
http://www.soga.ne.jp/ 

〒080-0025 帯広市西15条南28丁目 1~地
TEL(0155)47・2111<<や FAX(0155)47・4002

， 社協だより発行費用の一部に 「共同募金」の助成金をあてています。 。社会福祉法人僻広市社会福祉協議会 (帯広市公園東町3丁目9制 1 TEL 2ト24凶)


