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２０１９年度のはじまりにあたり一言ご挨拶申し上げます。 

日頃より、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。 

本年度は、「第３期釧路市地域福祉計画」と連動した新たな地域福祉実践計画「くしろ地域福

祉実践プラン２０１８」（10 年計画）の 2 年次目となります。地域共生社会の実現に向けて、

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことの出来るまちづくりを目指し、地域における様々な

課題に対して地域住民の参加と協力を得ながら、支援を必要とする人も、支援を行う人も、その

人らしい生き方ができる、地域づくりを目指して本年度の事業を展開していきます。 

本年度も社協事業へのご理解とご協力何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

社会福祉法人釧路市社会福祉協議会 

会長 土 井 英 昭 

 

 

釧路理容美容専門学校が主催する地域交流を目的とした「おしゃれサ

ロン」が開催されます。この事業は、地域の方々を学校に招き、美容師

を目指す学生がカットやシャンプーなどの施術を通して交流を図るもの

です。学生との交流や、仲間同士のリフレッシュなどにぜひ利用してみ

ませんか。なお、ご利用には事前の申し込みが必要となりますので、下

記お問い合わせ先までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

※個人での受付はしておりません。 

※相談により送迎することも可能です。 

※１回の利用人数は最大１３名までとさせていただきます。 

※日程が合わない場合は、調整により別な日に変更することも可能です。 

 

〈お問い合わせ先〉釧路市ボランティアセンター ０１５４（２４）１６４８ 
 

 

  

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 番 3 号 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丁目７番１２号阿寒町保健・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丁目５０番地 音別町社会福祉会館内 

01547(6)2941・FAX01547(9)5450 

釧路市社会福祉協議会訪問介護事業所(ホームヘルパー) 
☆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（釧路市総合福祉センター１階） 電話：（０１５４）２４-１５９５ FAX：（２３）３７７６ 

2019年 ４月号 

１．新年度のはじまりにあたりまして 

２．地域交流「おしゃれサロン」のご案内 

■ メニュー ：カット、シャンプー・リンス、メイク、ハンドマッサージ、ネイル、顔そり(男性) 

■ 場   所：釧路理容美容専門学校（釧路市城山１丁目６－１０） 

■ 開催予定日： ５月 ９日（木）、 ６月２０日（木）、９月２６日（木）、１０月１７日（木）、 

        １１月２８日（木）、１２月１２日（木）、１月２３日（木）、 ２月２７日（木） 

 

http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=miyake-syakyo:000230364799&k=%E7%A6%8F%E7%A5%89&ic=utf8
http://match.seesaa.jp/afr.pl?hid=25&sid=miyake-syakyo:000230364799&k=%E7%A6%8F%E7%A5%89&ic=utf8
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阿寒支所における今年度の行事予定についてお知らせいたします。 

 

○ 第３回阿寒地域福祉大運動会 ２０１９年 ６月３０日（日） 阿寒町スポーツセンターほか 

○ 老人クラブ連合会＆すくすく交流会 ７月２６日（金） 阿寒自然休養村 

○ 第３３回釧路市阿寒町ふれあい広場 ７月２８日（日） 阿寒町行政センター横特設会場 

○ 夏のボランティア体験・職業体験 ７月下旬～８月中旬 福祉施設、福祉団体活動先ほか 

○ 阿寒地域住民福祉活動研修会 ９月中旬 阿寒町公民館 

○ 第３５回チャリティーかくし芸大会 １１月２３日（土） 阿寒町公民館 

○ 阿寒町ボランティアのつどい ２０２０年 ２月上旬～中旬 阿寒町公民館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈お問い合わせ先〉阿寒支所地域福祉係 ０１５４（６６）４２００ 

 

 

音別支所では、放課後の子どもたちを健やかに育てることができるよ

う遊びの場を提供するとともに、日中留守家庭となる児童も安全に過ご

せる適切な生活の場を確保することを目的として、釧路市音別町放課後

子ども広場を設置・開館しています。 

 

○ ご利用いただける方 

・釧路市内に在住する小学校１年生から６年生の児童 

（自ら登館し、身辺自立ができ集団活動が可能な児童） 

○ 開館日と時間 

月曜日～金曜日／下 校 時～１８：００ 

土  曜  日／９：００～１８：００ 

長期休業期間／８：３０～１８：００ 
 

○ 休館日 日曜日、祝日、年末年始 

○ その他 

・ご利用には事前の登録が必要となります。 

・常時２名体制で指導員が勤務しておりますので、安心してご利

用になれます。 

・釧路市音別町放課後子ども広場は、釧路市より委託を受けて、 

釧路市社会福祉協議会音別支所が運営しています。 
 

〈お問い合わせ先〉 音別支所地域福祉係 ０１５４７（６）２９４１ 

４．釧路市音別町放課後子ども広場のごあんない 

！

～音別支所からのお知らせ～ 

▲第 34 回チャリティーかくし芸大会 ▲釧路市阿寒町ふれあい広場 ▲夏のボランティア体験・職業体験 

～阿寒支所からのお知らせ～ 

３．阿寒支所（地域福祉推進センター） 今年度の行事予定をお知らせします！！ 

（春・夏・冬休み） 

▲ 子ども広場が入居する 

音別町ふれあい図書館 
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～新年度のはじまりにあたりまして～ 
２０１９年度のはじまりにあたり一言ご挨拶申し上げます。 

毎年多くの市民の皆様のご理解とご協力によりまして共同募金運動を実施させていただいて

おります。特に民生委員児童委員の皆様、町内会の役員の皆様には大変大きなご協力を賜り誠に

感謝申し上げます。 

本年度も大変厳しい社会情勢ではございますが、共同募金運動へのご理解とご協力何卒よろし

くお願い申し上げます。 

釧路市共同募金委員会  

会長 冨 安 邦 子 

 
 

平成３０年度 共同募金運動功績者への感謝状が届きました 

 

平成３０年度の共同募金運動功績者が決定し、感謝状と記念品が届きました。 

以後、随時感謝状の伝達を行います。 

 

三浦 与志子氏（釧路市民児協・橋北地区：戸別募金における募金ボランティア活動） 

北海道教育大学附属釧路小学校児童委員会（児童委員会が中心となった校内での募金運動） 

養護老人ホーム長生園（施設入所者や職員で集められた募金） 

釧路市立音別中学校（生徒会が中心となった校内での募金運動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
～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 

地域福祉課（釧路市総合福祉センター３階） 電話：（０１５４）２４-１２０１ FAX：２４-３７６２ 

  

５．釧路市共同募金委員会からのお知らせ 

７つあるよ！ 
 

まちがいが 

【七つのまちがい】 

・台の上のネコ 

・三角コーンの色 

・愛ちゃんのまつ毛の数 

・ﾎﾟﾆｰﾃｰﾙの女の子の影 

・右下の男の子の帽子の形 

・右上の先生のネクタイ 

・希望くんの口 
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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、事業の取り組み方などについ

て担当者より詳しくご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、右記に加え地区連未加入の１２町内会で

実施。総体で 404町内会での実施となっています。 

（実績：平成３１年３月２０日現在） 

 地 区 町内会数 申込数 達成率 

釧 路 

東部南 96 74 77％ 

東部北 105 78 74％ 

中部南 97 70 72％ 

中部北 69 49 71％ 

西 部 82 69 84％ 

小 計（釧路地区） 449 340 76％ 

阿 寒 34 34 100％ 

音 別 18 18 100％ 

合 計（全市） 501 392 78％ 
 

 

 

〈お問い合わせ先〉地域福祉課地域福祉推進係 ０１５４（２４）１６４８ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 夜間対応型訪問介護サービス(地域密着型サービス) 
☆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。是非、ご利用ください。 

■お問い合わせ ■連絡先 

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

７．掲 示 板 

介護用ベッド寄贈の 

 お願い(釧路地区) 
ご家庭では使用しなくなった比較的新し

い介護用ベッドなどをご寄贈いただき、

必要とする方に活用して頂いています。 

お譲りいただける方はご連絡をお願いし

ます。なお、状態により受入れ出来ない

ものもありますので、あらかじめご了承

下さい。 

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 

てつほくデイサービスセンター 

介助員募集 
 

⇒勤務時間／９：２０～１７：３０までの間 

の４～７時間(勤務表による） 

⇒勤務日数／１週間３～４日程度 

⇒休 業 日／日曜日・年末年始１２/３１～１/３ 

⇒賃  金／１時間８８０円（通勤手当別途支給） 

⇒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下さい。 
 

在宅福祉課 

０１５４（２４）１５９５ 

６．緊急連絡カード推進事業(愛称：安心バトン)の普及状況 

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

援助を行える方」が会員となり、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。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／８：００～１８：００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１,１２０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下さい。 
 

在宅福祉課 

０１５４（２４）１５９５ 

 

ぼうようデイサービスセンター 

介助員募集 
 

⇒勤務時間／９：２０～１６：００までの間 

の５～６時間(勤務表による） 

⇒勤務日数／１週間３～４日程度 

⇒休業日／土･日曜日・年末年始 12/31～１/３ 

⇒賃  金／１時間８８０円（通勤手当別途支給） 

⇒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下さい。 
 

在宅福祉課 

０１５４（２４）１５９５ 


