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明けましておめでとうございます。
皆様方におかれましては、お健やかに新年をお迎えのことと存じます。
昨年中は、社会福祉協議会のさまざまな事業の推進にあたり深いご理解
と格別のご支援、ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
昨年は 10 月に合併 10 周年という節目を迎え、その 10 月からは法人後
見の受任を開始、権利擁護事業の新たなステップとなりました。
また、子育て世帯応援リフレッシュ事業の新規受託 (Ｈ27.8)や阿寒町
子ども交流広場事業における未就園児の受入れ時間の拡大など、前年度か
らの継続事業に加え、新たな取り組みにチャレンジした『くしろ地域福祉
実践プラン２０１３』の３年次目でありました。
本年も、住民に求められるさまざま地域福祉活動、サービスに真摯に取り組み、あいさつを交
わし合える地域福祉を推進し、地域住民の一人ひとりが、ともに支え合い、互いの人権を尊重し、
住み慣れた地域で安心して暮らすことのできるまちづくりをめざします。
年頭にあたり、この一年が皆様にとりましてご多幸な年となりますよう祈念し、新年のごあい
さつといたします。
社会福祉法人釧路市社会福祉協議会

会長

清水 幸彦

少子高齢化や社会情勢などの変化に伴い、地域における課題が多様化・複雑化しております。
“誰しも
が安心して暮らせる地域づくり”を目指し、今年度は近年大きな社会問題となっている「子どもの貧困」
に焦点を当て、家庭・学校だけではなく地域でどのような支援ができるか地域の皆さんと考え合うこと
を目的に開催いたします。

【テーマ】
『子どもの貧困～地域に求められる気づきと支援とは～』
【講 師】大場 信一 氏 ／公益財団法人 鉄道弘済会 札幌南藻園園長
■日 時：平成２８年２月３日（水）１４：００～１６：００（受付１３：３０～）
■会 場：釧路市交流プラザさいわい １Ｆ多目的ホール（釧路市幸町９－１）
■参加費：無 料

■定

員：１５０名

■主 催：釧路市連合町内会・釧路市民生委員児童委員協議会・釧路市社会福祉協議会
【お申込み・お問い合わせ】
釧路市社会福祉協議会 地域福祉課 (担当：平間・齋藤) 電話：０１５４（２４）１７４２
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去る平成２７年１２月１３日（日）
、釧路センチュリーキャッスルホテ
ルにて合併１０周年平成２７年度釧路市「市民後見フォーラム」を開催し
ました。フォーラムでは大阪の(有)田村ソーシャルネット代表、田村満子
先生を講師にお迎えして、大阪における市民後見人の取組みと活動支援等
についてご講演をいただきました。また、活動報告では市民後見人の畠山
岩雄さん、日常生活自立支援事業生活支援員の鈴木慰子さんから報告があ
り、一般市民、関係者を含め

１８４名が釧路市の権利擁護の取組みや活

▲市民後見フォーラムの様子

動について学びを深めました。当センターでは随時、ご相談を受け付けておりますので、成年後見制度、
日常生活自立支援事業等についてお問い合わせ、ご相談のある方はお気軽にご連絡ください。

■ 連絡先：釧路市権利擁護成年後見センター 0154(24)1201

子育ての援助を受けたい方（依頼会員）と育児の援助を行いたい方（提供会員）が、お互いに地域の
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。今般は子育ての援助に関する会員制の
組織づくりのため会員希望者へ説明講習会を開催します。地域の中で興味のある方がいましたらご参加
のほどよろしくお願いいたします。
■日 時／子育ての援助を受けたい方 平成２８年１月２７日（水）１０：００～１２：００
子育ての援助を行いたい方 平成２８年１月２７日（水）１０：００～１５：００
平成２８年１月２９日（金）１０：００～１５：５０
■会 場／釧路市総合福祉センター ３階 小会議室
■内 容／事業概要説明、子どもの救急法、乳幼児の身体と病気、保育の心・子どもの遊び方・
遊ばせ方、乳幼児の食生活等
■参加費／無 料
■連絡先／子育てサポートセンター・すくすく 電話０１５４（２３）２５５２

１２月１日（火）
、全８講にわたり開講された、釧路市「市民後見人養成
講座（阿寒地区）
」が閉講式を迎え、受講生５名が修了しました。
当日は、釧路市社会福祉協議会の曽我部副会長より、受講生に修了証書
が手渡されました。修了した受講生のうち、４名が釧路市市民後見人バン
クに登録を行い、今後は市民後見人として活動していきます。

「音別町放課後子ども広場」も事業開始から５年半が経過しました。現在１年生から６年生まで
の児童３３名が登録し、学校が終わるとまっすぐ子ども広場の開館している音別ふれあい図書館に
向かい、到着すると元気に「ただいま！」の声かけをして、指導員たちに迎え入れられます。
ランドセルを置くと、宿題や勉強を済ませて、みんなで工作やレクリ
エーション等をして楽しく遊びます。平日は下校時から、土曜日及び
休校日は午前９時から、春・夏・冬休みは午前８時３０分から（終了
はいずれも午後６時）行っています、詳しいことは、釧路市音別町放
課後子ども広場（℡01547-6-2110）にご連絡ください。
社会福祉協議会では、安心して子育てができるよう関係機関と連携
しながら支援体制づくりを進めていきます。
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■赤い羽根共同募金の中間実績報告
単位：円
赤い羽根共同募金運動並びに市
合 計
釧路地区
阿寒地区
音別地区
民歳末たすけあい募金運動が終了
街頭募金
1,433,693 1,391,165
30,673 11,855
致しました。
期間中、市民の皆様には多大なる
戸別募金
5,735,867 4,407,405
835,550 492,912
ご協力を賜り誠に感謝申し上げま
法人募金
4,896,500 3,790,000 1,032,500 74,000
す。
その他募金
2,920,061 2,761,539
124,570 33,952
本当にありがとうございました。
合 計
14,986,121 12,350,109 2,023,293 612,719
また、募金バッジにつきまして
目標額
18,374,000 15,000,000 2,400,000 974,000
も、多くの方々のご理解とご協力
達成率
をいただきました。
81.6%
82.3%
84.3%
62.9%
尚、両募金運動の最終実績は次号
前年度同期対比
98.2%
97.4%
99.8% 109.6%
(２月号)にてお知らせさせていた
だきます。
■【釧路地区】市民歳末たすけあい募金の中間実績報告 （単位：円）
目標額

（実績：H27.12.24 現在）

合

2,000,000

計

窓口募金

295,935

職場募金

111,576

184,359

12.4 釧路北ロータリークラブ

12.11 北海道コカ・コーラボトリング㈱

12.22 釧路市立中徹別小学校

～市民歳末たすけあい募金運動を末広で！～

～飲料水 2,916 本を寄贈⇒市内福祉施設等へ～

～校内での募金活動～

12.9 釧路サントリークラブ

12.18 釧路市児童館地域活動連絡協議会

12.22 釧路市立仁々志別小学校

～クリスマス例会の益金から募金～

～母親クラブさんによるバザーの益金を募金～

～校内での募金活動～

12.10 釧路市立城山小学校

12.18 釧路市立北中学校

12.22 釧路市立音別中学校

～校内での募金活動～

～校内での募金活動～

～校内での募金活動～
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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１２月２０日現在）

地 区
町内会数
東部南
９７
東部北
１０８
釧 路
中部南
９７
中部北
７０
西 部
７９
小 計（釧路地区）
４５１
阿 寒
３６
音 別
１７
合 計（全市）
５０４

申込数
７１
７６
６６
４９
６４
３２６
３４
１７
３７７

達成率
７３％
７０％
６８％
７０％
８１％
７２％
９４％
１００％
７５％

■ 連絡先：地域福祉課地域福祉推進係 ０１５４（２４）１６４８

９．掲 示 板
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

子育てサポートセンター・
すくすくのご紹介

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。

「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

生活支援係 0154(24)1742
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