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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 

 

 
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

１１月２９日（日）、釧路市阿寒町公民館大ホールにて「第３１回チャリティーかくし芸大会」を開催し、

関係者を含め約５００名の来場をいただき、盛会のうちに終了いたしました。 

当日は、阿寒幼稚園の園児や阿寒小学校の児童をはじめ、釧路市連合町内会や音別町郷土芸能保存会のみな

さんなど、計 10 組の方々にご出演いただき、お遊戯や踊り・歌・寸劇など、演出や衣装などに趣向を凝らし

たかくし芸に、会場からは暖かい声援と大きな拍手が送られていました。 

なお、本大会での収益金は、後日チャリティーかくし芸大会実行委員会より釧路市社会福祉協議会阿寒支所

へ寄付され、福祉事業資金として活用されます。 

 

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 28 年のカレンダーや手帳をご提供いただき、無

駄にしないように販売しております。今回で 11 回目を迎える取組

みですが、市民に広く浸透しており、事業の収益は釧路市内の各学

校の図書費として活用されています。 

■日 時 平成 28年 1月 9日（土）・10日（日） 

     午前 10時～午後 4時まで（10日（日）は午後 2時まで） 

■場 所 コア鳥取 ( 釧路市鳥取北 8-3-10 ) 

【 物品の寄贈先 】 

釧路市総合福祉センター3階（旭町 12番 3号 ℡24－1648） 

※受付期間 ①12月 21日（月）～30日（水）※土・日・祝を除く 

② 1月 6日（水）～ 8日（金） 

受付時間 ９：００～１７：００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
☆サービスの組み合わせにより 24 時間 365 日のケアに対応します！☆ 

要介護１～５までの方がご利用できます。ご自宅にボタン一つで通話ができる「ケアコール端末」を設置し

２４時間オペレーターと連絡を取ることができます。必要に応じてホームヘルパーが駆けつけ、介護サービス

を提供します。 

■お問い合わせ ■連絡先 

釧路市社会福祉協議会 在宅福祉課 

(釧路市総合福祉センター 1 階) 
電話：０１５４-２４-１５９５（FAX：０１５４-２３-３７７６） 

平成２７年 １２月号 
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６．釧路市共同募金委員会からのお知らせ（随時更新中） 

  

 

少子高齢社会で核家族化が進み、介護する家族の担い手がなかなか見つからない昨

今、家族で介護が必要な方々や今後介護を担わなければならない方々が少しでも介護

に対する負担を軽減し、介護知識を習得することを目的とした「家族介護教室」を全

４回の日程で開催しています。 

第４回目は、阿寒湖温泉地区にて「高齢者の水分補給」をテーマに、講義と調理実

習をとおして理解を深めます。 

参加費は無料ですので、是非この機会に参加してみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

音別町社会福祉会館にて第３回家族介護教室を開催します。今回は

マルベリーさわやかセンター釧路の三浦氏を講師にお招きし、「福祉

用具の選び方・使い方」というテーマでご講演いただきます。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１２月１６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 

 

 
 

今年一年間、社協活動並びに共同募金運動にご理解とご協力いただき誠にありがとうございました。年内業

務は 12月 30日(水)が仕事納めとなります。来年は 1月 6日(水)から通常の業務を開始いたします。来年もご

協力よろしくお願いいたします。 

釧路市総合福祉センター、釧路市望洋ふれあい交流センター、釧路市鉄北在宅

ケアセンター、釧路市阿寒町保健・福祉サービス複合施設ひだまり、釧路市音

別町社会福祉会館 

休館日：12/31～1/5 

阿寒町子ども交流広場、音別町放課後子ども広場 閉設日：12/31～1/5 

釧路市障害者教養文化体育施設（サン・アビリティーズくしろ） 休館日：12/31～1/5 

 

 

 
☆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） 

■ 開催日時：平成 27年 12 月 8 日（火）午後１時３０分～午後３時３０分 

■ 開催場所：阿寒湖まりむ館 調理室（ぱくぱく）・和室（ペンケ・パンケ） 

■ 講  師：釧路市阿寒町行政センター保健福祉課 

栄養師    中 尾 恵美子  氏 

▲ 第２回教室の様子 
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■赤い羽根共同募金の中間実績報告              単位：円 

 

12 月に入り寒さも厳しさを増して

きております。今年も残すところあと

１ヶ月となりました。運動開始より多

くの市民の皆様にご協力をいただて

おります。残り１ヶ月、『赤い羽根共

同募金』『市民歳末たすけあい募金』

ともに、引き続き特段のご協力をお願

い致します。 
 

 

 
 

  

（実績：H27.11.26現在） 

 

市民歳末たすけあい募金運動スタート 
 

12.1(水)より『市民歳末たすけあい募金運動』が始まりました。募金箱の配布

については、民生委員の皆さまにも多大なるご協力を賜り誠にありがとうござい

ました。12.24(木)から釧路市総合福祉センターロビーに受付窓口(事務局)を設

置致します。募金箱の回収後、当センターまでお届けくださいますようお願い申

し上げます。（※24日前のお届けの場合は事務室へお願いします。） 
 

◎｢啓発ポスター｣並びに｢職場募金箱｣の回収の依頼について（予定） 

◆回収予定⇒平成２７年１２月２４日(木)～２９日(月) 

協力いただいている企業等の仕事納め前に回収願いただき、釧路市総合福祉

センターにお届願います。 

 
 

■ 連絡先：釧路市共同募金委員会・釧路地区委員会 ０１５４（２４）１５６５ 
 

年末の募金受付 
 

年内業務は、釧路・阿寒・音別地区委員会ともに 12.30(水)が仕事納めとなり、年内の募金受付の最終日に

つきましては、次のとおりとさせていただきます。師走のおり、大変お忙しいとは存じますが、期間内に募金

活動を終えられ、各地区委員会にお届けいただければ幸いです。 

◆釧路地区委員会 平成２７年１２月３０日(水)（釧路市総合福祉センター１階・総務課） 

◆阿寒地区委員会 平成２７年１２月２９日(火)（阿寒町保健・福祉サービス複合施設ひだまり） 

◆音別地区委員会 平成２７年１２月３０日(水)（釧路市音別町社会福祉会館） 

 
 

 

 

 
 

（左から、シルバーシティときわ台ヒルズ、釧路市立鳥取小学校、長生園さんからの募金の様子） 
 

 

 合 計 釧路地区 阿寒地区 音別地区 

街頭募金 1,433,693 1,391,165 30,673 11,855 

戸別募金 4,094,771 3,304,809 626,050 163,912 

法人募金 4,638,500 3,587,000 1,031,500 20,000 

その他募金 1,080,300 998,133 64,467 17,700 

合  計 11,247,264 9,281,107 1,752,690 213,467 

目 標 額 18,374,000 15,000,000 2,400,000 974,000 

達 成 率 61.2% 61.9% 73.0% 21.9% 

前年度同期対比 93.6% 93.2% 99.9% 70.0% 

６．釧路市共同募金委員会からのお知らせ 
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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、町内会の役員会等の中で事業

の取り組み方などについて説明をさせていただ

きます。来所でのご相談も随時受け付けておりま

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３８８町内会での実施となります。

（実績：平成２７年１１月２０日現在） 

 地 区 町内会数 申込数 達成率 

釧 路 

東部南 ９７ ７１ ７３％ 

東部北 １０８ ７６ ７０％ 

中部南 ９７ ６６ ６８％ 

中部北 ７０ ４９ ７０％ 

西 部 ７９ ６４ ８１％ 

小 計（釧路地区） ４５１ ３２６ ７２％ 

阿 寒 ３６ ３４ ９４％ 

音 別 １７ １７ １００％ 

合 計（全市） ５０４ ３７７ ７５％ 
 

■ 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．掲 示 板 

～ ケアスタッフ募集！！ ～ 
釧路市社会福祉協議会では、在宅福祉サービスのケアスタッフを募集しています。 

        私たちと一緒に働いてみませんか！ 
 

    【募集職種】○デイサービスセンター介助員(パートタイム)～ぼうよう<春採>・てつほく<柳町> 

          ○訪問入浴介助員(パートタイム)～あさひまち<旭町> 

          ○訪問介護員(パートタイム)～ぼうよう<春採>・あさひまち<旭町>・てつほく<柳町> 

          ○夜間専任訪問介護員(パートタイム)～あさひまち<旭町> 

          ※訪問介護員は介護福祉士・ホームヘルパー2 級以上・介護職員初任者研修修了者に限ります。 

          ※詳しい内容を知りたい方は、下記までお問い合わせください。 

在宅福祉課 0154(24)1595 

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新しい介護用

ベッド等をご寄贈いただき、必要とする

方に給付する仕組みです。現在、状態の

良い在庫が不足しております。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 

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 


