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＜コースボランティアを募集しています＞ 
 

■活動内容：コース係員として、コースの設営や選手の 

安全確認や応援を行います。 

■そ の 他：ボランティア説明会を７月１４日（火） 

１８：３０に実施します。 

       お問い合わせ、ご応募はこちらまで 

       釧路市ボランティアセンター24-1648 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 
 

 6 月 27 日（土）～28 日（日）の 2 日間に渡り「釧路市ふれあい広場 

“2015”」が開催されました。27 日（土）は「ふれあい講演会」で立木 

早絵氏をお招きして、ピアノの弾き語りも含めて「さらなる一歩を踏み 

だそう！」をテーマに講演をいただきました。講演会終了後、18 時か 

らは「ふれあいビールパーティー」が開催され、今年も日本製紙クレイ 

ンズによるお楽しみ抽選会が行われ大いに盛り上がりました。 

 28 日は（日）「市民ふれあい広場」が行われました。およそ 2か月間 

に渡り、多くのボランティアさんが準備を進めてきましたが、当日は子 

どもから大人まで楽しめる企画が行われ、参加された皆さんから非常に 

好評で成功裏に終了することができました。 

 

 
6 月 28 日（日）の市民ふれあい広場では 10:00～14:30 まで民生委員・ 

児童委員３２名による、ごみの分別収集や指導、ゴミステーションへの排 

出作業の活動をご協力いただきました。また、今年度は活動紹介のブース 

を設け、市民への活動アピールも行っております。様々な関わりをいただ 

き、この場をお借りして御礼申し上げます。 

 

 

 

 

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 平成 27年 ７月号 

大会当日は上図の通り交通規制がございます。

近隣の方々のご理解とご協力をよろしくお願い

致します。 

■日 時 ： ７月１９日（日）９：３０スタート 

■コース ： 釧路市民陸上競技場～美原・芦野地区市道 

■距 離 ： ハーフマラソン・８ｋｍ・２ｋｍ・オープン競技 

 

【釧路市ふれあい広場 2015 フィナーレの様子】 
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当事業は主に子どもたち（小・中・高・学生）の夏休みの期間を利用し、社会福祉施設やボランティアサー

クルでの体験を通じて、福祉について理解を深め、学校や地域におけるボランティア活動の促進を図るととも

に、将来の夢や仕事に就いて考える機会をつくることを目的に開催しています。ぜひ、周りの子どもたちにお

声掛けください。 

○体 験 期 間：７月下旬～８月下旬 

○体 験 内 容：利用者（高齢者）との交流や話し相手やレクレーション活動の手伝い・イベントなど 

○参 加 費：無料。但し、活動場所への交通費や昼食代は自己負担となります。 

○事前説明会：【釧路地区】７月２８日（火）１３：３０～ 釧路市総合福祉センター １Ｆ大ホール 

【阿寒地区】７月２３日（木）１６：００～ 釧路市阿寒町公民館 視聴覚室 

  当事業は今年度で４年目を迎えますが、昨年度は高齢者福祉

施設や障害者福祉施設、ボランティアサークルに受け入れの協

力いただき、７４名の子ども達が参加されました。 

 参加した子どもたちからは「緊張したけどいい体験になっ

た」「自分の考え方を見つめ直す機会になった」「来年もまたボ

ランティアに参加したい」などの感想をいただきました。 

 
  

 
 

地域で暮らす人々がともに支えあっていきていくノーマライゼーション理念の普及と障がい者の社会参加

を目的とした「第２９回釧路市阿寒町ふれあい広場」（「阿寒ふるさと・ほろろんまつり 2015」併催）を下

記の日程で開催いたします。 

今年も阿寒地域の福祉団体等による展示即売および啓発コーナーのほか、釧路聴力障害者協会蝦夷太鼓によ

る太鼓演奏、「ふれあい福祉ウルトラクイズ」や「伝承遊び体験講座」などの各種体験コーナーも行われます

ので、皆様方のご来場をお待ちしております。 

■ と き：平成２７年７月２６日（日）１０：００～１５：００ 

■ ところ：釧路市阿寒町行政センター横特設会場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
☆住み慣れた地域・ご自宅での生活をサポートします！☆ 

訪問介護員（ホームヘルパー）がご家庭を訪問し、食事、排泄、入浴などの身体介護、調理や清掃等の生

活援助を行います。ケアプランに沿って、専門のホームヘルパーを派遣し、適切なサービスをご提供します。 

■お問い合わせ ■連絡先 

在宅福祉課（総合福祉センター１階） 電話：０１５４-２４-１５９５（FAX：０１５４-２３-３７７６） 

＜申込み・お問い合わせ先＞ 

ボランティアセンター 

●釧路 0154(24)1648 

●阿寒 0154(66)4200 

●音別 01547(6)2941 
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７月２９日（水）音別町社会福祉会館にて第１回家族介護教室を開催し

ます。今回は、「緊急時の救急法～いざというときのために～」と題して釧

路市西消防署 音別支署の方から救急処置法の正しい知識及び心肺蘇

生法の必要性について学びます。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！ 

 

□ 日 時：平成２７年７月２９日（水） 午後１時３０分～午後３時 

□ 会 場：音別町社会福祉会館 会議室   ※参加費無料 

 

 
 

 
平成２７年度は丹頂鶴をモチーフに２つのデザインと全道版を含めた４種類で展開します。 

タンチョウバッジ 2015 

～釧路夕日バージョン～ 

（釧路市限定） 

タンチョウバッジ 2015 

～冬バージョン～ 

（釧路市限定） 

全道版 

エゾモモンガバッジ 

初音ミクバッジ 

※7 月下旬入荷 

1,000個作成 

（500円／作成費 213円） 

1,000個作成 

（500円／作成費 213円） 

300個発注 

（500円／作成費 120円） 

200個発注予定 

（500 円／作成費 150 円(予

定)） 

    

 
エスポラーダ北海道と北海道日本ハムファイターズ・イースタンリーグの公式戦が 

5月から 6月にかけての約１ヵ月間に 3試合、両チームのご協力により会場で募金活動を実施しました。 

エスポラーダ北海道 

公式戦 

H27.5.24(日) 

エスポラーダ北海道 

公式戦 

H27.6.14(日) 

北海道日本ハムファイターズ 

イースタンリーグ公式戦 

H27.6.14(日) 
募金額 ２６，４８０円 

缶バッジ・クリアファイル 
募金額 ３６，２１５円 

缶バッジ・クリアファイル 
募金額 １７６，１１５円 

缶バッジ・クリアファイル・マグカップ等 

   

※ファイターズの募金額は材料費が差し引かれますので、上記募金額（176,115円）より若干減額になります。 
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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・市連町未加入の１１

町内会で実施。総体で３８４町内会での実施となってい

ます。 

（実績：平成２７年６月２０日現在） 

 地 区 町内会数 申込数 達成率 

釧 路 

東部南 ９８ ７１ ７３％ 

東部北 １０９ ７５ ６８％ 

中部南 ９６ ６４ ６７％ 

中部北 ６９ ４９ ７１％ 

西 部 ７８ ６３ ８１％ 

小 計（釧路地区） ４５０ ３２２ ７２％ 

阿 寒 ３６ ３４ ９４％ 

音 別 １７ １７ １００％ 

合 計（全市） ５０３ ３７３ ７４％ 
 

 

■ 連絡先：地域福祉課地域福祉推進係 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） 電話：０１５４-２４-１２０１（FAX：０１５４-２４-３７６２） 

８．緊急連絡カード推進事業(愛称：安心バトン)の普及状況 

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。 

 

生活支援係 0154(24)1742 

９．掲 示 板 

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(23)2552 

●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。 

在宅福祉課 0154(24)1595 

 

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：1,728 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 1,276 円 

障がい福祉サービス対象者：無料 

 

在宅福祉課 0154(24)1595 


