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６月１７日(月)の第２回理事会で本会の新三役が決まりましたので報告いたします。 

【新三役体制】 

■会  長⇒土井 英昭(再任) 

■副 会 長⇒曽我部 元親(再任)・杉山 範雄(再任)・冨安 邦子(再任) 

■常務理事⇒岩隈 敏彦(新任) 

～就任挨拶～ 

この度 令和元年６月１７日に釧路市社会福祉協議会常務理事に選任され、就任いたし

ました。もとより微力ではございますが、新たな決意で釧路市の福祉向上と本会の発展

に懸命に努力して参る所存でございます。今後とも前常務理事同様のご指導、ご支援、

ご協力を賜りますよう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 常務理事 岩隈 敏彦 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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コースの設置（セーフティコーンの設置） 

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） 

 

 

 

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

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 

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 

 

 

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 

２．「第３４回釧路湿原全国車いすマラソン大会」交通規制のご案内 

令和元年 ７月号 

■日 時：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：ハーフマラソン・８ｋｍ・２ｋｍ・オープン競技 

全国各地から選手が参加します。市民の皆様の温かいご声援をよろしくお願いします。 

大会当日は図の通り交通規制がございます。 

また釧路外環状道路釧路中央ＩＣ入口、出口につきましても、 

9：00～12：00 閉鎖いたします。 

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。 

１．本会新三役について 
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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、将来の夢や仕事につ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

声掛け下さい。参加ご希望の方は、下記までご連絡ください。 

■体 験 期 間：７月下旬～８月下旬 

■体 験 内 容：利用者との交流や話し相手、レクリエーション・イベント等の手伝いなど 

■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２５日（木）１３：３０～ 釧路市総合福祉センター １階大ホール 

【阿寒地区】７月２４日（水）１６：００～ 釧路市阿寒町公民館 視聴覚室 

【音別地区】７月２４日（水）１５：００～ 音別町社会福祉会館 会議室 

 

 当事業は今年度で８年目を迎えますが、小学生・中学生はボランテ

ィア活動を通して人と触れ合うことから始め、また高校生・学生は自

分の将来も視野に入れた活動など、年齢によって様々な目的のもと、

夏のボランティア体験・職業体験は展開されています。参加した子ど

もたちからは「会話をするたびに利用者さんとの距離を縮めることが

できて嬉しかった。」「人のために活動できることに喜びを感じた。」

「教科書での勉強だけではわからなかった事も実際体験することで

得られた学びがあった。」などの感想をいただきました。 

 

 

 

 

 

６月３０日（日）に「釧路市ふれあい広場“２０１９”」が開催されました。 

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。当日は子どもから大

人まで楽しめる企画が行われ、たくさんの方が来場されました。フィナーレでは多くの方が一緒に

踊り、楽しむ姿が見られ、参加された皆さんからは非常に好評で大盛況の内に終了することができ

ました。運営にあたりまして、各関係機関にご協力をいただきありがとうございました。 

【ゴミパトロール隊のおれいについて】 

釧路市ふれあい広場では１０：００～１４：３０まで民生委員・児童委 

員の方々による、ごみの分別収集や指導、ゴミステーションへの排出作 

業活動にご協力をいただきました。また、今年度も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。日頃より民生委員・児 

童委員の皆様におかれましては様々な福祉活動にご協力をいただいてお 

り、この場をお借りして御礼申し上げます。 

 

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 

４．釧路市ふれあい広場“2019”事業が終了しました 

３．夏のボランティア体験・職業体験を実施します 

＜お問い合わせ先＞各支所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 

＜お問い合わせ先＞各支所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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地域で暮らす人々がともに支えあって生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 

３３回釧路市阿寒町ふれあい広場(阿寒ふるさとまつり併催）」 

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 

れあいこども携帯フォトコンテスト写真展示」や「防災用品展示 

コーナー」などの各種ブースのほか、新企画「ふれあいスタンプ 

ラリー」、「健康測定体験コーナー」を実施します。たくさんの皆 

様方のご来場をお待ちしております。 

■ 日 時：令和元年７月２８日（日）１０：００～１５：００ 

■ 場 所：釧路市阿寒町行政センター横特設会場 

＜お問合せ先：阿寒支所＞ ０１５４（６６）４２００ 

 

 

 

 

音別町放課後子ども広場では、通常活動とは別に季節に応じた様々な

行事を企画しており、来る７月２５日（木）には、児童が楽しみにして

いる行事のひとつである、恒例の「夏のお楽しみ会」を実施いたします。 

当日は、流しそうめんやスイカ割り、レクリエーションなどを行う予

定となっており、例年多くの児童に参加いただいています。 

 

 

 

 

＜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６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％ 
 

 

 

 
 

５．「第３３回釧路市阿寒町ふれあい広場」を開催します！ 

▲ 写真は昨年度の様子 

（福祉団体による展示即売ブース） 

▲ 流しそうめんの様子 

６．夏のお楽しみ会を開催します！ ～音別町放課後子ども広場～ 

■ 日 時：令和 元年 ７月２５日（木）１１：００～ 

■ 場 所：音別町社会福祉会館 

■ 内 容：流しそうめん、スイカ割り、レクリエーションほか 

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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釧路市限定は毎年恒例のタンチョウバッジ。今年は葉山のデザイン事務所『Sankofa』さん(釧路市出身)の

ご厚意により、３種類のバッジが完成！今年もご協力よろしくお願いします。 

さらに全道版、全国版など、詳しくは添付しているチラシ「赤い羽根募金バッジ」をご覧ください。 

 

夕日飛翔ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ SL ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ SL 白煙ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

９．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 

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 


