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【市民後見人とは…？】 

 認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方を対象に、一般市民が成年後見人と

なり、その方らしい生活が送れるように本人に代わって金銭管理、各種料金支払いや契約などを行います。

釧路市では多くの市民後見人が活躍しています。活動にあたっては釧路市権利擁護成年後見センターが相談、

助言等のサポートを行います。 

当センターでは今年度も釧路市「市民後見人養成講座」を下記の日程で開催いたします。市民後見人とし

て活動してみたい、成年後見制度について学んでみたいという方は是非受講をご検討ください！ 

■日 程：令和元年７月３日（水）～１０月３０日（水）までの全９講 

■会 場：釧路市生涯学習センター まなぼっと幣舞（予定）  

■内 容：講義、グループワーク、レポート課題、福祉施設体験実習等 

■対 象：釧路市民 ５０名程度（２５歳～７４歳の方） 

■受講料：２，１６０円（教材費） 

■申 込：申込書に記入いただきますので、まずは下記連絡先までご連絡ください。 

申込の期限は令和元年６月２８日（金）です。 

〈お問い合わせ先〉釧路市権利擁護成年後見センター ０１５４(２４)１２０１  

 

 

 

 

私たちは住民同士が地域社会の中で支えあうために、『ノーマライゼーション及びソーシャル・インクルー

ジョン』の理念の普及啓発を図るとともに、障がい者の社会参加やボランティア活動、福祉教育、企業の社会

貢献活動（フィランソロピー）の輪を広めるため、『釧路市ふれあい広場』を展開してきました。 

今年も市民のみなさんが主体となって創りあげる「釧路市ふれあい広場“2019”」を釧路市観光国際交流セ

ンターを会場に開催いたします。 

今年度より、「ふれあい広場」を再編し、６月３０日（日）の１日開催となりました。釧路市総合福祉セン

ターでは、多くのボランティアの方々が、ふれあい広場の成功を目指し準備をしています。楽しんで頂けるよ

うにボランティアの皆さんと準備をしてまいりますので、是非、釧路市観光国際交流センターにお越しくださ

い。 

 

■日 程：令和元年６月３０日（日） 

■時 間：１０：００～１４：００ 

■会 場：釧路市観光国際交流センター 

■内 容：演芸の広場、遊学の広場、 

食の広場、アピールの広場、 

フィランソロピーの広場、前庭企画 

〈お問い合わせ先〉地域福祉課地域福祉推進係 ０１５４（２４）１７４２ 

 

 

 

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 

１．令和元年度 釧路市「市民後見人養成講座」受講生を募集します 

令和元年 6月号 

２．釧路市ふれあい広場“2019”を開催します！ 

 



~ 2 ~ 

 

 

 

高齢になっても住み慣れた地域で暮らしていくためには、地域住民による支え合いや助け合いがとても重要

です。釧路市ボランティアセンターでは、本講座を市内５地域で開催し講座修了後には希望の活動先の紹介を

行います。すでに受講修了しボランティア登録された方は、高齢者福祉施設や地域交流カフェ、おたっしゃサ

ービスなどでお話し相手などのボランティアとして活躍しています。 

■開催日程及び開催場所（※①は第１講、②は第２講、③は第３講（地域実習）になります。） 

※開催日程にご都合が合わない場合は、下記ボランティアセンターまでご相談ください。 

 

■時 間：①第１講・②第２講は９：３０～１２：００、③第３講は実習先により異なります。 

■内 容：ボランティア活動の基本について、地域福祉活動について、高齢者の特徴について、施設種別に 

ついて、地域包括支援センターについて、おたっしゃサービスについて、コミュニケーション方 

法について、ご近所ボランティアの活動紹介、車いすの操作方法（実技）、地域実習 など 

■対 象：１８歳以上の釧路市民で全３講受講でき、講座修了後、釧路市公認ボランティアとして活動してい 

ただける方。 

■定 員：各地域２５名程度 

     ※お住まいの地域での受講をお願いしておりますが、受講先地域がご不明な場合、また、 

      ご都合により別の地域にて受講を希望される方はお問い合わせください。 

■参加費：無料 

■申込み･お問い合わせ先：各支所ボランティアセンターへ 

釧路：０１５４（２４）１６４８ 阿寒：０１５４（６６）４２００ 音別：０１５４７（６）２９４１ 

 

 

 

■日 時：令和元年７月１４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：２ｋｍ・８ｋｍ・ハーフマラソン・ 

オープン競技＝ショートコース３００ｍ 

※健常者は２ｋｍのみ参加できます。 

 

＜コース係員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、 

①コースの設営（セフティコーンの設置など） 

②沿道での応援（選手が安全に走れるよう沿道で応援しながら交通安全の確認をします） 

■その他： ①ボランティア説明会を７月９日（火）18：30～釧路市総合福祉センターにて予定しています。 

       ②ボランティアの申込みにつきましては、ボランティアセンター釧路（℡：２４－１６４８） 

        までご連絡お願いします。 
 

 

開催 

地域 
日程 開催場所 申込締切 

東部 

地域 

①７月１１日(木)  ②７月１８日(木) 

③７月２３日(火)～２９日(月)のうち１日 

①②まなぼっと幣舞 7階 705・706号室 

③市内福祉施設など 
７月 ３日(水) 

音別 

地域 

①８月２３日(金)  ②８月３０日(金) 

③９月２日(月)～１３日(金)のうち１日 

①②音別町社会福祉会館会議室 

③市内福祉施設など 
８月１５日(木) 

中部 

地域 

①８月２８日(水)  ②９月 ４日(水) 

③９月９日(月)～１４日(土)のうち 1日 

①②釧路市役所防災庁舎５階会議室 

③市内福祉施設など 
８月２０日(火) 

西部 

地域 

①１０月４日(金) ②１０月１１日(金) 

③１０月１６日(水)～２３日(水)のうち１日  

①②コア鳥取２階学習室ＡＢ 

③市内福祉施設など 
９月２６日(木) 

阿寒 

地域 

①１１月６日(水) ②１１月１３日(水) 

③１１月１４日(木)～３０日(土)のうち１日  

①②保健・福祉サービス複合施設ひだまり検診室 

③市内福祉施設など 
１０月２８日(月) 

３．釧路市公認 「ご近所ボランティア講座」 を開催します！ 

４．「第３４回釧路湿原全国車いすマラソン大会」が開催されます！ 
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福祉諸団体の社会参加と地域住民が世代を超えて交流する機会づく

り、ノーマライゼーション思想の普及啓発を目的とした「阿寒地域福

祉大運動会」を下記の日程により開催いたします。阿寒地区の町内会

を中心に老人クラブ・福祉団体・ボランティア団体などから参加いた

だき、競技や懇親会をとおして健康維持や交流を図ります。皆様、お

誘い合わせのうえ、多数のご参加をお待ちしております。 

■日 時：令和元年６月３０日（日）１０：００～１３：００ 

■会 場：釧路市阿寒町スポーツセンター（競技会場） 

釧路市阿寒町公民館・大ホール（懇親会場） 

 

〈お問い合わせ先〉阿寒支所地域福祉係 ０１５４（６６）４２００   

 

 

 

 

 

今年も６月より「ボランティア・サポート・プログラム」として、音別市街地

に面した国道３８号線沿いの花壇整備活動が行われます。 

 この活動は、音別町ボランティア連絡協議会が中心となり実施されており、近

隣住民や商店、行政職員などの協力により、歩道の植樹帯への花植えや草とりな

どの清掃活動などを行なうもので、毎年美しい花壇がつくられています。 

■日 程：令和元年 ６月 ５日（水）植樹帯の土おこし 

６日（木）植樹帯への花植え 

■その他：以降６月～１０月までの毎週水曜日には、 

雑草とりや清掃活動などの花壇整備活動が行われます。 

 

 

〈お問い合わせ先〉 音別支所地域福祉係 ０１５４７（６）２９４１   
 

 

 

 

 

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：令和元年５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 96 69 72％ 

中部北 68 48 71％ 

西 部 82 69 84％ 

小 計（釧路地区） 446 338 76％ 

阿 寒 34 34 100％ 

音 別 18 18 100％ 

合 計（全市） 498 390 78％ 
 

〈お問い合わせ先〉地域福祉課地域福祉推進係 ０１５４（２４）１６４８   
 

 

６．国道美化活動がはじまります！ 

 

 

▲ 昨年度の様子 

５．第３回阿寒地域福祉大運動会開催のお知らせ！ 

▲昨年度の様子 

７．緊急連絡カード推進事業(愛称：安心バトン)の普及状況 
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先月のＡ助成(全道・広域使途計画助成)決定報告に続いて、今月はＢ助成(市町村地域使途計画助成)の決定

内容を報告します。申請した 55件、総額 7,003,153円すべての助成が決定しました。 

（前年度 56 件・総額 7,260,387 円） 
 

【◎釧路地区／33件・4,594,640 円】・【■阿寒地区／14 件・1,823,130 円】・【◇音別地区／8 件・585,383円】 

 

ボランティア支援                    ６０８千円 
◎釧路市ボランティア連絡協議会 

【釧路市ボランティア連絡協議会運営事業】⇒281 千円 

◎<社協・釧> ボランティアセンター活動基盤整備事業 30 千円 

◎<社協・釧> 社協活動推進協力費 232 千円 

■ダルマ奉仕部会【奉仕活動の実施】⇒15 千円 

◇音別町ボランティア連絡協議会【声かけ見守り活動】⇒50 千円 
 

 
 

 

学習・研修及びボランティアのための講座     ７４６千円 
◎ (一社)さわやか釧路【スキルアップ研修事業】⇒44 千円 

◎<社協・釧> 地域ふくし講座開催事業 24 千円 

◎<社協・釧> ボランティア研修派遣事業 54 千円 

■阿寒町手をつなぐ育成会【研修会、交流会等の実施】⇒20 千円 

■阿寒町ボランティア連絡協議会 

【リーダー研修交流会の実施】⇒50 千円 

■阿寒町難病者友の会【会員研修交流会の実施】⇒15 千円 

■後見ネットワーク阿寒【スキルアップ事業】⇒30 千円 

■<社協・阿> 住民研究集会 250 千円 

■<社協・阿> 福祉研修会参加促進 179 千円 

◇音別町老人クラブ連合会【老人クラブ連合会育成事業】⇒80 千円 
 

 

福祉情報を伝える                １，１４４千円 
◎釧路市連合町内会【広報紙「連町通信」発行】⇒211 千円 

◎(一財)北海道難病連釧路支部【機関紙発行事業】⇒44 千円 

◎<社協・釧> 「くしろ市社協だより」作成・発行事業 649 千円 

■<社協・阿> 福祉だよりの発行 220 千円 

◇<社協・音> 広報活動推進事業 20 千円 
 

 

三世代交流                     １，１９１千円 
◎釧路市子ども会育成連合会【わくわく三世代体験学習】⇒44 千円 

◎釧路市母子寡婦会【ふれあい母子寡婦・父子の集い開催事業】⇒70 千円 

◎<社協・釧> 釧路市ふれあい広場開催事業 733 千円 

■阿寒町老人クラブ連合会【三世代交流事業】⇒60 千円 

■<社協・阿> 阿寒町ふれあい広場 84 千円 

◇<社協・音> 音別町ふれあい広場 200 千円 
 

 

こどもの交流の場                          １４０千円 

◎釧路市女性団体連絡協議会 

【釧路市おもちゃライブラリー運営事業】⇒140 千円 
 

 

地域福祉・地域サロン・健康づくり             ７３６千円 

◎釧路市老人クラブ連合会【健康をすすめる運動普及事業】⇒70 千円 

◎わたぼうしの家【地域食堂による地域づくり事業】⇒70 千円 

◎桜ヶ岡ひぶなクラブ 

【地域住民の健康スポーツ吹矢交流事業】⇒44 千円 

◎<社協・釧> ふれあい・いきいきサロン活動普及事業 44 千円 

◎<社協・釧> 地区社協活動支援事業 38 千円 

■<社協・阿> 小地域ネットワーク事業 350 千円 

◇身障協会音別分会【茶話会の開催】⇒40 千円 

◇<社協・音> 小地域ネットワーク推進事業 80 千円 
 

 

イベント開催                              ２６０千円 

■釧路身体障害者福祉協会阿寒町分会【「障害者の日」の集いの開催】⇒20 千円 

■<社協・阿> 阿寒地域福祉大運動会 240 千円 
 

 

学童保育                             ３３３千円 
◎<社協・釧> 児童館・児童センター母親クラブ活動支援事業 293 千円 

◇<社協・音> 地域児童育成事業(各地区子供会育成会)40 千円 
 

 

ＤＶシェルター                          １４０千円 
◎駆け込みシェルター釧路【ステップサポート事業】⇒140 千円 

 

 

子育て支援                            ２２６千円 
◎北海道小鳩会釧路分会 

【ダウン症児・者(知的障害)と保護者の会開催】⇒44 千円 

◎<社協・釧> 早期発達支援事業(ポニーの教室)182 千円 
 

 

障がい者が働く作業所の支援                ４３３千円 
◎サン・フラワー【ミシン・ハサミ購入】⇒44 千円 

◎すてっぷ【作業用白衣購入】⇒44 千円 

◎すてっぷとっとり【作業用白衣購入】⇒44 千円 

◎多機能事業所ぴーぷる【刈払機購入】⇒44 千円 

◎釧路リカバリーセンター【パソコン購入】⇒44 千円 

◎こぶし作業所【加湿除湿空気清浄機購入】⇒44 千円 

◎オフィスきらり【清掃作業用コードレス掃除機購入】⇒42 千円 

◎島屋ゴマサーカス【草刈り業務用背負式ブロワ―購入】⇒44 千円 

◎くしろわんこ【ミシン購入】⇒44 千円 

◎くしろぱんや【人工大理石板購入】⇒39 千円 
 

募金推進管理経費（共同募金運動の推進に使われる経費）◎釧路地区委員会 681 千円 ■阿寒地区委員会 290 千円 ◇音別地区委員会 75 千円 

 

 

釧路市権利擁護成年後見センター 
～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．釧路市共同募金委員会からのお知らせ 

令和元(２０１９)年度 Ｂ助成（市町村地域使途計画助成）の決定報告 


