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●南茅部支所
〒041-1611　函館市川汲町1520番地　函館市南茅部支所内
☎0138-25-5888　FAX0138-25-5891

●亀田支所
〒041-0806　函館市美原1丁目26番8号　函館市亀田支所内
☎0138-45-5593　FAX0138-45-5593

●銭亀沢支所（根崎生活館）
〒041-0924　函館市根崎町556番地2　函館市根崎生活館内
☎0138-57-9014　FAX0138-57-9014　

●函館市地域包括支援センター社協
〒041-0305　函館市館町3番地1　函館市戸井支所内
☎0138-82-4700　FAX0138-82-4450

●函館本所
〒040-0063  函館市若松町33番6号
☎0138-23-2226  FAX 0138-23-2224

●戸井支所
〒041-0305  函館市館町3番地1 函館市戸井支所内
☎0138-82-4456  FAX 0138-82-4450

●デイサービスセンターとい
〒041-0313  函館市原木町285番地1
☎0138-82-2288  FAX 0138-82-3467

●恵山支所
〒041-0525　函館市日ノ浜町127番地　函館市恵山支所内
☎0138-85-3333  FAX 0138-85-4033

●椴法華支所
〒041-0611　函館市新浜町188番地2
☎0138-86-2811  FAX 0138-86-2812

匿 名

函館三育小学校

函館方面遊技業協同組合

臼尻町　臼尻福寿会 肌掛け布団2枚・タオルケット5枚

紙製ゴミ箱多数

雑巾130枚

木直町　木直老友会

尾札部町　匿名 様

タオル45枚臼尻町　南茅部更生保護女性会 様

様

様

様

様

様

事業部事業課
ひら     の               ま     な の      ろ               こ     ゆき

善意のご寄付をいただき
誠にありがとうございます

第25回 あいよる21 ふれあい交流会

羽ばたかせます

〒040-0022 函館市日乃出町28番2号
TEL（0138）53-2231㈹  FAX（0138）53-4355
URL:http://www.ryubun-do.co.jp

あなたのイメージ。

令和2年1月1日から令和2年3月31日まで心 温 ま る 善 意
□南茅部支所受付分□函館本所受付分

金額のご寄付

物品のご寄付

金額のご寄付

物品のご寄付

道南清水サッシ株式会社

様

様

様

様

様 円 円

円

円

円

円

円

174

50,000

86,000

1,000,000

有限会社メデック アクアジア超音波霧化器

20,000

20,000

20,000

川汲町　龍王寺

川汲町　曹覚寺

木直町　木直詠唱講

函館三育小学校　様

どうぞよろしくお願いします！

新規採用一般職員
ご紹介

社会福祉法人函館市社会福祉協議会　本所・各支所のご案内

〈ホームページ〉
http://www.hakodatesyakyo.net/

函館市社会福祉協議会 検　索

平野　愛奈       野呂　小雪



お見積無料！！
お気軽にご相談ください

・遺品整理
・引越ゴミ
・粗大ゴミ
・廃家電
・建設廃材
・一般廃棄物
産業廃棄物

の処理不要品
対応いたします！
函館市・北斗市・七飯町・指定許可業者

ゴミのことなら株式会社

グリーン清掃
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ごあいさつ 

令和2年度　収支予算

社会福祉法人函館市社会福祉協議会　会長
大槻寅男

   社会福祉協議会の大槻でございます。
   2月下旬より、新型コロナウイルス感染症の拡散防止のため、やむを得ず社協の各種事業
を中止にさせていただいたほか、多くの皆様にご利用をいただいている総合福祉センター
においても、趣味の教室をはじめ各種行事の開催を自粛せざるを得なかったことに心より
お詫びを申し上げるとともに、今回の決定にご理解とご協力を賜り、厚く感謝を申し上げま
す。
   さて、私が会長に就任し、間もなく1年になろうとしていますが、地域の行事や会議に足を
運ぶ度、社協に対する皆様からの期待を大いに感じ、改めて責任の重さを痛感しているとこ
ろでございます。
   現在、私たちが生活する地域では、様々な世代の方々が元気でいきいきと暮らしている反
面、少子高齢化や核家族化の進行により、地域を相互に支え合う意識の希薄化など、福祉課
題も多く、多様化してきております。
   これからは、地域で暮らす「人と人とのつながり」や「共に支え合うこと」がますます重要
となってまいります。
   このような中、社会福祉協議会は、地域福祉の推進に中心的な役割を果たす組織として、
行政をはじめ町会連合会、民生児童委員連合会、社会福祉施設連盟など多種多様な組織との
ネットワークにより、地域の方々と一緒に課題解決するため諸施策に取組んでまいります。
   社会福祉協議会は、皆様一人ひとりの支えによって成り立っている組織であり、今後とも、
私共の組織運営に対し、皆様の更なるご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

地域福祉を支える特別会員

社協だより広告・自動販売機設置に関するお問合せ

1枠：４．０cm×  ９．０cm　　　２０，０００円
2枠：４．０cm×１８．０cm　　　４０，０００円

「自動販売機」設置ご協力のお願い

「共に支え合い安心して暮らせる福祉のまちづくり」の
理念のもと、各種事業に積極的に取り組みます。

※令和2年度事業計画･収支予算書につきましては、社協事務局に備え付けてありますとともにホームページにも掲載しています。

738,708

社会福祉事業

会費収入

寄付金収入

補助金収入

受託金収入

事業収入

介護保険事業収入

障害福祉サービス等事業収入

その他収入

公益事業

補助金収入

受託金収入

介護保険事業収入

その他収入

収益事業

事業収入 収  入

社会福祉事業                    333,657

人件費支出                     190,394

事業費支出                       17,575

事務費支出                       51,565

共同募金配分金事業費支出  10,798

分担金支出                         1,713

助成金支出                       35,850

負担金支出                         2,860

その他の支出                      22,902
公益事業

人件費支出

事業費支出

事務費支出

分担金支出

その他の支出

収益事業

人件費支出

事業費支出

事務費支出

その他の支出 

738,708

支  出

大きなものから 小さなものまで 真心込めたお手伝い

☎（0138）30-1630お問合わせは 函館市東山町144番地201FAX 0138-30-1631

(単位：千円)

(単位：千円)
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404,500

180,717

61,109

130,599

432
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   私ども函館市社会福祉協議会の会員制度は「共に支え合い安心して暮らせる福祉のまちづくり」を進めるための制度で、

会員の皆様のご協力により支えられており、地域福祉の推進のために様々な事業に使われております。

                                                                                         令和2年1月１日～令和2年3月３１日（敬称略・順不同）

株式会社　五島軒

道南石油株式会社

社会医療法人　高橋病院

グループホームさらさの杜

名鉄観光サービス株式会社

瀬戸商店

ホテル函館ひろめ荘

辻商事株式会社

株式会社  ひより屋

株式会社土田水産部

函館日産自動車株式会社 株式会社エム・エム・ピー

社協会員の加入をお願いいたします！ 「社協だより」に広告を掲載しませんか！？

   会員の皆様からいただいた会費は、社協活動を通じて様々な福祉

活動に有効活用させていただきます。経済が低迷する大変厳しい状

況にありますが、事業運営の貴重な財源となっておりますので、ぜ

ひご理解ご協力をお願いいたします。

＊一般会員 年額　１口　　  100円(町会単位で各世帯または個人が加入)

＊賛助会員 年額　１口　  1,000円(役員、その他の賛助者)

＊団体会員 年額　１口　  5,000円(通所施設等)

＊団体会員 年額　１口　10,000円(各種福祉関係団体)

＊特別会員 年額　１口　10,000円(各企業、団体等)

※会費は１口以上納入することができます。

   函館市内各戸に配布している「社協だより」（年２回発行）に

広告を掲載していただける企業様、事業所様を募集しています！

いつでもご説明にお伺いいたします！

   ご自宅や会社の敷地内等に飲料自動販売機の設置をしてくださる

方を募集しています。設置された自動販売機の収益を様々な福祉活

動に有効活用させていただきます。

   設置にかかる費用の発生はございません。

   詳細は下記にお問い合わせください。

函館市社会福祉協議会　総務課
☎23-2226　FAX　23-2224
Eメール　soumu@hakodatesyakyo.net

発　　行　社会福祉法人　函館市社会福祉協議会

広報委員　編集人　西山　来渡　　委員　沼田　和也　　委員　山下　真実

　　　　　委員　   岩島　禎敏　　委員　仙石　広美　　委員　廣島　千年

　　　　　委員　   中谷　　満　　委員　足立　真紀　　委員　増田　真澄

災害時でも
使用できる
自販機も
あるよ！！



【問題】
　自分の家の隣に住む認知症
の高齢者が心配な場合は、親戚
関係ではなくても町会役員で
あれば、家庭裁判所に成年後
見申立てを行うことができる。

   あいよる21ふれあい交流会は、総合福祉センター（あいよる21）を利用する障がい者、高齢者、母子および寡婦、

父子、児童ならびに一般市民がレクリエーションを通じて、世代間の交流と相互理解を深めるとともに、住民福祉の

充実を図る目的として、毎年２月第１日曜日に開催しております。

   今年２月２日（日）に行われた交流会は、200人もの参加者やボランティアならびに職員により、レクリエーショ

ンや食事・福引きを通じて、世代を超えた交流が行われました。

   また、特別ゲストとして、函館のマスコットキャラクター「エキゾー君」と、ご当地ヒーロー「函館鮮士イカダベッ

サー」も登場し、参加者とのふれあいや記念撮影を行うなど、交流会を大いに盛り上げてくれました。

   次回も、多くの来場者が楽しめる交流会を開催したいと思いますので、よろしくお願いします。
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第25回 あいよる21 ふれあい交流会が開催されました ご存じですか？「成年後見制度」について

ファミリー・サポート・センター フォローアップ研修会を行いました

あいよる２１障がい者デイサービス事業のご案内

　認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、自分

が生活する上で必要な介護保険サービスや施設入所に関する契約を結んだり、遺産分割の話し合いをしたりする必要があって

も、自分でするのが難しい場合があります。

　このような、判断能力の不十分な方々を法的に保護・支援するのが「成年後見制度」です。

　函館市成年後見センターは、この成年後見制度に関する相談や、制度利用のサポートをはじめとした、さまざまな業務を実施

していますので、ぜひご活用下さい。

お子様を預かる提供会員のスキルアップ講習です。

毎年1度（全6回）の中で必ず受講し来年度の更新をします。

大切なお子様の命を預かる活動ですので1人1人資質向上を図り

自信をもって活動して貰っています。昔ながらの伝承遊び、わらべ歌に

盛り上がり笑顔いっぱいの時間でした。

お問い合わせ先：函館市ファミリー・サポート・センター　☎23-3920

・函館市成年後見センターの業務紹介・

＜相談対応＞

　判断能力に不安のある方の生活や財産管理に関する困りごとについて、

電話や来所、メールでの相談を受け付けています。

　また、毎月第２水曜日の午後１時～３時まで、函館弁護士会による、事前予約制の

無料相談も実施しておりますので、ぜひご利用下さい。

※メール相談受付アドレス：hakodate_kouken@hakodatesyakyo.net 

＜出前講座＞

　職員による制度説明のほか、○×クイズ形式で楽しく学んだり、制度紹介DVDを視聴して映像でわかりやすく

理解したりなど、開催を希望される方々の要望に応じた内容で成年後見制度に関する出前講座を実施しております。

開催を希望される場合や詳細な内容の確認につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

函館市成年後見センター　函館市若松町33番6号 あいよる21    2階

☎23-2600　受付時間：午前9時～午後5時（土日・祝日及び年末年始は休み）
相談・お問合せ先

答え：×
解説：原則として、申立ては本人や配偶者、4親等内の親族
　　　の方などが行う必要があります。

チャレンジ！！

クイズ形式の出前講座は、制度に関する
いろいろな問題を解きながら楽しく学ぶ
ことができますので、ぜひご利用下さい！

成年後見センター

   あいよる21では、函館市（戸井・恵山・椴法華・南茅部各地区を含む）に居住の方で、身体に障がいがある

ため、自宅において入浴が困難な方を対象に、特殊浴槽による入浴サービスを行っております。

   主なサービス内容等は下記のとおりです。

・ 対       象：  15歳から64歳までの方で、障害者手帳をお持ちの方（介護保険に該当する特定疾患は除き

                   ます）。

・ 利用方法： ご家族の方の送迎が困難な利用者に対しては、当センターの送迎車（車いす積載可能）にて

　　            送迎するサービスも行っております。

・ 実施日時： 毎週火曜日～土曜日　９時～ 17時

　　　　　  ※日曜・月曜・祝日・年末年始（12 ／ 29 ～１／３）はお休みです。

・ 利 用 料： ・利用者負担額　・市の要綱および要領に定める額

　　　　　  ・特定費用　１回500円＋利用者負担額

なお、申請受付や利用相談などのお問い合わせ先は、下記へご連絡下さい。

・ 函館市保健福祉部障がい保健福祉課　     障がい者総合相談窓口　　　     ☎２１-３３０２

・ 函館市保健福祉部亀田福祉課　　　　     障がい者総合相談窓口               ☎４５-５４８２

・ あいよる２１障がい者デイサービス　　  相談窓口　　　　　　　　　     ☎２３-５５５１



銭亀沢支所だより
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函館市社会福祉総合相談センターからのお知らせ

セブン-イレブン・ジャパン商品寄贈による社会貢献活動の実施について

～不登校・ひきこもり相談が新たに開設されます～

   函館市総合相談センターでは5月より、新たに「不登校」と「ひきこもり」に関する相談が開設されます。

相談員は、それぞれ「登校拒否と教育を考える函館アカシア会」と「道南ひきこもり家族交流会あさがお」の会員が担当します。

あなたのこどもが不登校になって悩んでいる、家族のひきこもりで悩んでいる等でお困りの方はお気軽にご相談ください。

   もちろん、その他どんな相談にも対応いたします。福祉に関する困りごと、お悩み、相談先がわからないなど
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※社協ホームページは、冊子裏面のURLをご参照ください。

医療福祉相談

不登校相談

ひきこもり相談

行政相談

消費生活相談

認知症高齢者処遇相談

一般相談

毎月第1火曜日

毎月第2水曜日午前（5月～）

毎月第4水曜日午前（5月～）

毎水曜日午後

第1・3木曜日

第2・4木曜日

月～金曜日

※

※

また、令和2年度版の相談機関一覧が作成しました。

こちらには、市内の相談窓口や支援機関などの相談先の内容を集約したものを

掲載しています。社協HPからもダウンロード可能となっておりますので相談先が
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   本取り組みは北海道、北海道社会福祉協議会、株式会社セブンイレブンジャパンの3者が地域におけるさまざまな課題解決
に向けた取り組みを支援し地域福祉の推進を図ることを目的に協定したもので、セブンイレブン店舗での改装・閉店等の際の
在庫商品の一部を北海道社会福祉協議会へ寄贈し、社会福祉貢献活動に役立てるものです。
   令和元年度、当協議会では北海道社会福祉協議会を通じて３度の寄贈を受け、市内にある救護施設や児童養護施設・子ども
食堂等へ贈呈し、有効活用していただいております。
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相談機関一覧

令和2年春

高齢者あんしん相談窓口
函館市地域包括支援センター

在宅介護に関する相談も
お気軽にどうぞ！

※函館市地域包括支援センター社協(☎82-4700)が担当する地域は「旧戸井町」 「旧恵山町」 「旧椴法華村」
   「旧南茅部町」の地域となっております。この地域以外にお住まいの方で、担当となる包括支援センターが
   ご不明な方は、函館市高齢者・介護総合相談窓口(☎21-3025)までお問い合わせください。

   認知症とは、脳の障害によってこれまでの記憶や考える能力などが徐々に
低下し、日々の生活に支障をきたす病気ですが、初期の段階で専門医を受診し
適切な治療を行う事である程度進行を抑えたり、症状を改善することができます。
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□ちょっとしたことで怒りだすようになった
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◇特別教室「ひな祭り」の紹介◇
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「くらしのサポーター養成研修」参加募集

「介護支援ボランティアポイント事業研修会」参加募集

ホームヘルパー・ガイドヘルパーとして私たちと一緒に働いてみませんか

事業課のお知らせ

■業務内容■
    ・高齢者、障がい者に対する生活援助、身体介護サービス
    ・視覚障がい者に対する外出の介護

くらしのサポーター養成研修ってなに？

ボランティアポイントってなに？

どんな活動をするの？

誰でも参加できるの？

どんな研修なの？

誰でも参加できるの？

   一人暮らしの高齢者の増加や少子化の進行などにより、地域の福祉ニーズが
多様化し、公的なサービスだけでは対応できない困りごとを解決する担い手
への期待が高まっています。
   このことから、函館市の地域における住民主体の“助け合い”活動の中心と
なるキーパーソンおよび担い手として「くらしのサポーター」を養成するこ
とを目的に開催します。

   研修は全５回で、「介護保険制度と高齢者福祉について」「ボランティアの基礎について」などの座学の他、
グループワークやサロンの見学など実践に役立つ内容になっております。

対象：市内在住でボランティアに興味・関心のある方

カリキュラムの詳細や日程はホームページ等でお知らせして参ります。 ☎23-2226まで

研修会の日程はホームページ等でお知らせして参ります。  ☎23-2226まで

～ボランティアやってみませんか？～

  「介護支援ボランティアポイント事業」とは、介護保険法に基づく地域支援事業として、高齢者の方がボランティア
活動を通して社会参加や地域貢献をすることで、ご自身がより元気になっていただくことを目的としたものです。
介護施設等でボランティア活動を行うとポイントが付き、たまったポイントを換金できるしくみです。
・ボランティア活動１時間につき１ポイント（１００円）が付きます。
・年間の上限：５０ポイント（５０００円）です。

どこで？　当事業に登録していただいている介護施設となります。
どんな？　話し相手、レクリエーションの補助、芸能披露などです。

市内在住の４０才以上の方が対象です。
※要介護認定者を除く

■雇用形態■
    パートタイム職員

■募集人数■
    若干名

■資　　格■
    （ホームヘルパー）
    ・介護福祉士または介護職員初任者研修、
     ホームヘルパー２級課程以上修了者
    （ガイドヘルパー）
    ・道知事の認めた同行援護従事者養成研修修了者

■お問い合わせ■
    訪問介護事業所       ２３-２２７４

■時　給■
    １,０００円

   去る令和2年2月3日（月）とどほっけ介護付有料老人

ホームで、節分の行事として豆まきを行いました。

   毎年恒例となる豆まきは、入居者様が鬼に豆をぶつけ

厄を払いますが数年鬼役をしていた施設長が盛り上がり

に欠けるという理由から交替され、代わりに施設の看護

師が鬼役を行いました。

あまりの迫力に入居者様も後ずさり、最後はみんなで

美味しく豆をほおばりました。

椴法華支所だより

南茅部支所だより

◇令和元年度福祉のまちづくりフォーラム◇

◇年間行事「豆まき」を開催◇

☎

   去る令和2年2月7日（金）、第28回目となる函館市社協南茅部

支所主催の「令和元年度福祉のまちづくりフォーラム」が開催さ

れ、地域の住民など84名が参加しました。

   函館市成年後見センターの張磨仁氏と三上雅久氏によるお話

では、認知症や判断能力が十分でない人の権利や財産を守り、安

心できる生活を支えるしくみである『成年後見制度』について学

びました。

   後半は「函館市地域交流まちづくりセンター」の丸藤競センタ

ー長をお招きし、『SDGs〜持続可能な開発目標〜』とは何なのか

を、分かりやすくお話ししていただきました。    

   SDGsは、17の持続可能な開発目標とそれを達成するための具

体的な指標を示し、簡単な例として「冷蔵庫の中の食品をこまめ

に整理する」ことで、無駄な食品の購入を減らしたり、エネルギー

の無駄遣いを避けられるなど、いくつもの目標への取り組みがで

きることなどを説明していました。

   丸藤センター長は『1人の一歩より、1人の百歩より、100人の

一歩』との言葉で結び、一人一人が気軽に出来る事を呼びかけま

した。

エスディージーズ
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   デイサービスセンターでは、毎月第３週目に行っています

利用者の誕生会。全利用者の誕生月に合わせて笑顔溢れる中

で行われます。誕生日を迎えられた利用者の紹介を始め、みん

なで歌を唄い、職員からプレゼントが送られました。

   また、利用者からは、「毎年お祝いしてもらって、嬉しい」・

「誕生会でもらったプレゼントは、全部飾ってある」などと話

される利用者もおりました。

　年間を通して年越し会や誕生会など様々な行事を行って

おりますので、デイサービスセンターの一日体験利用をし

てみてはいかがでしょうか。

　また、サービス利用をお考えの方は、いつでもご相談に

対応いたします。

戸井支所だより
函館市福祉人材バンクでは

・就労あっせん
・福祉マンパワー活用講習会（年2回）…など求職者の方の支援をしています。

施
設
見
学
も

あ
り
ま
す
！

日程が決まり次第 函館市社会福祉協議会HP、
チラシ、ポスターにてお知らせします。

・資格はあるけど働いたことがない…。
・昔働いていたけど退職してから10年以上経っている…。
・資格はないけど、福祉の仕事ってどんな感じだろう？
…など、不安や迷い・疑問をお持ちの方々へ

今の福祉情勢を知って必要な知識や技能を確認し、次への

就職やステップアップにつなげていただく為の講習会です。

　地域高齢者の介護予防を目的として開催している、

おしゃべりサロンつつじ（恵山／柏野／御崎地区）は、

毎月様々な内容で開催しています。

　今回は、恵山つつじ保育園園児も一緒に参加して

くれて、サロン参加者と一緒に手遊び等を行い、

お互いに交流を深めました。

　参加者は、元気一杯な園児のパワーを分けて

もらったので、今年一年元気に過ごせますね。

　お友達の園児の皆さん、ありがとうございました。

恵山支所だより

福祉マンパワー講習会って何だろう？

赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました

16,960,997円
   昨年度、10月1日から12月31日まで赤い羽根共同募金運動が行われました。戸別募金や街頭募金、法人募金等

様々な形で皆様のあたたかなご協力があり、上記の実績に繋がりました。誠にありがとうございました。

今年も10月1日から12月31日まで赤い羽根共同募金運動が始まります。

   共同募金は、私たちのまちの様々な福祉のために大切に使われています。ご協力よろしくお願いいたします。

函館市共同募金委員会では、
昨年に引き続き函館市限定の

寄付金付ご当地ピンバッジを作成します。

かっくう

バッジ募金は1個500円で、制作費を差し引いた額が赤い羽根共同募金へ寄付されることとなります。

なお、ピンバッジ募金の取扱いは函館市社会福祉協議会のほか、市内数カ所にて行っております。

詳しくは、函館市共同募金委員会へご連絡ください。  お問い合わせ ☎23-2226

夜景×函館山ロープウェイ」 「中空土偶　茅空」

令和元年度 実績額 

新デザインピンバッジ登
場！

2020年

◇毎月恒例行事の誕生会◇

◇園児と交流会を実施しました◇

お問い合わせは     82-2288まで
お待ちいたしております

☎
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    ・視覚障がい者に対する外出の介護

くらしのサポーター養成研修ってなに？

ボランティアポイントってなに？

どんな活動をするの？

誰でも参加できるの？

どんな研修なの？

誰でも参加できるの？

   一人暮らしの高齢者の増加や少子化の進行などにより、地域の福祉ニーズが
多様化し、公的なサービスだけでは対応できない困りごとを解決する担い手
への期待が高まっています。
   このことから、函館市の地域における住民主体の“助け合い”活動の中心と
なるキーパーソンおよび担い手として「くらしのサポーター」を養成するこ
とを目的に開催します。

   研修は全５回で、「介護保険制度と高齢者福祉について」「ボランティアの基礎について」などの座学の他、
グループワークやサロンの見学など実践に役立つ内容になっております。

対象：市内在住でボランティアに興味・関心のある方

カリキュラムの詳細や日程はホームページ等でお知らせして参ります。 ☎23-2226まで

研修会の日程はホームページ等でお知らせして参ります。  ☎23-2226まで

～ボランティアやってみませんか？～

  「介護支援ボランティアポイント事業」とは、介護保険法に基づく地域支援事業として、高齢者の方がボランティア
活動を通して社会参加や地域貢献をすることで、ご自身がより元気になっていただくことを目的としたものです。
介護施設等でボランティア活動を行うとポイントが付き、たまったポイントを換金できるしくみです。
・ボランティア活動１時間につき１ポイント（１００円）が付きます。
・年間の上限：５０ポイント（５０００円）です。

どこで？　当事業に登録していただいている介護施設となります。
どんな？　話し相手、レクリエーションの補助、芸能披露などです。

市内在住の４０才以上の方が対象です。
※要介護認定者を除く

■雇用形態■
    パートタイム職員

■募集人数■
    若干名

■資　　格■
    （ホームヘルパー）
    ・介護福祉士または介護職員初任者研修、
     ホームヘルパー２級課程以上修了者
    （ガイドヘルパー）
    ・道知事の認めた同行援護従事者養成研修修了者

■お問い合わせ■
    訪問介護事業所       ２３-２２７４

■時　給■
    １,０００円

   去る令和2年2月3日（月）とどほっけ介護付有料老人

ホームで、節分の行事として豆まきを行いました。

   毎年恒例となる豆まきは、入居者様が鬼に豆をぶつけ

厄を払いますが数年鬼役をしていた施設長が盛り上がり

に欠けるという理由から交替され、代わりに施設の看護

師が鬼役を行いました。

あまりの迫力に入居者様も後ずさり、最後はみんなで

美味しく豆をほおばりました。

椴法華支所だより

南茅部支所だより

◇令和元年度福祉のまちづくりフォーラム◇

◇年間行事「豆まき」を開催◇

☎

   去る令和2年2月7日（金）、第28回目となる函館市社協南茅部

支所主催の「令和元年度福祉のまちづくりフォーラム」が開催さ

れ、地域の住民など84名が参加しました。

   函館市成年後見センターの張磨仁氏と三上雅久氏によるお話

では、認知症や判断能力が十分でない人の権利や財産を守り、安

心できる生活を支えるしくみである『成年後見制度』について学

びました。

   後半は「函館市地域交流まちづくりセンター」の丸藤競センタ

ー長をお招きし、『SDGs〜持続可能な開発目標〜』とは何なのか

を、分かりやすくお話ししていただきました。    

   SDGsは、17の持続可能な開発目標とそれを達成するための具

体的な指標を示し、簡単な例として「冷蔵庫の中の食品をこまめ

に整理する」ことで、無駄な食品の購入を減らしたり、エネルギー

の無駄遣いを避けられるなど、いくつもの目標への取り組みがで

きることなどを説明していました。

   丸藤センター長は『1人の一歩より、1人の百歩より、100人の

一歩』との言葉で結び、一人一人が気軽に出来る事を呼びかけま

した。

エスディージーズ



銭亀沢支所だより
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函館市社会福祉総合相談センターからのお知らせ

セブン-イレブン・ジャパン商品寄贈による社会貢献活動の実施について

～不登校・ひきこもり相談が新たに開設されます～

   函館市総合相談センターでは5月より、新たに「不登校」と「ひきこもり」に関する相談が開設されます。

相談員は、それぞれ「登校拒否と教育を考える函館アカシア会」と「道南ひきこもり家族交流会あさがお」の会員が担当します。

あなたのこどもが不登校になって悩んでいる、家族のひきこもりで悩んでいる等でお困りの方はお気軽にご相談ください。

   もちろん、その他どんな相談にも対応いたします。福祉に関する困りごと、お悩み、相談先がわからないなど

まずはお気軽にご相談ください。

   函館市社会福祉協議会銭亀沢支所では、函館市の指定管理を受け、根崎生活館の管理運営

を行っています。

   今回は、生活館の事業の中で、子ども達が楽しみにしている「ひな祭り会」を紹介します。

生活館では、日本の伝統行事について、その成り立ちと目的を子どもに知ってもらうと共に

引き継いでもらいたいという思いで実施しています。

   当日は、参加対象の小学生女子だけでなく、その親や妹たちも参加し、たいへんなにぎわい

でした。景品を用意し、ビンゴ、じゃんけん大会、クイズと皆さんに楽しんでもらいました。

   子ども達は、「ひな祭り会」終了後も、開放時間いっぱい友だちと楽しく過ごしていました

☎ 23-8969まで
※新たに開設される相談(5月より)

※社協ホームページは、冊子裏面のURLをご参照ください。

医療福祉相談

不登校相談

ひきこもり相談

行政相談

消費生活相談

認知症高齢者処遇相談

一般相談

毎月第1火曜日

毎月第2水曜日午前（5月～）

毎月第4水曜日午前（5月～）

毎水曜日午後

第1・3木曜日

第2・4木曜日

月～金曜日

※

※

また、令和2年度版の相談機関一覧が作成しました。

こちらには、市内の相談窓口や支援機関などの相談先の内容を集約したものを

掲載しています。社協HPからもダウンロード可能となっておりますので相談先が

わからない、お悩みがある方は、是非お気軽にご活用ください。

   本取り組みは北海道、北海道社会福祉協議会、株式会社セブンイレブンジャパンの3者が地域におけるさまざまな課題解決
に向けた取り組みを支援し地域福祉の推進を図ることを目的に協定したもので、セブンイレブン店舗での改装・閉店等の際の
在庫商品の一部を北海道社会福祉協議会へ寄贈し、社会福祉貢献活動に役立てるものです。
   令和元年度、当協議会では北海道社会福祉協議会を通じて３度の寄贈を受け、市内にある救護施設や児童養護施設・子ども
食堂等へ贈呈し、有効活用していただいております。

   去る３月には３度目の寄贈をいただき、同月１1日～１３日に１１団体へ贈呈を行いました。
寄贈先の団体からは「ジュース、お菓子類は子供たちがとても喜びます」「生活用品とても助かります」等、感謝の言葉をいた
だき、各団体の支援活動に役立てていただいております。

【飲料や食品をこども食堂へ】 【ペットフードを動物愛護団体へ】　【生活用品を児童自立支援ホームへ】

相談機関一覧

令和2年春

高齢者あんしん相談窓口
函館市地域包括支援センター

在宅介護に関する相談も
お気軽にどうぞ！

※函館市地域包括支援センター社協(☎82-4700)が担当する地域は「旧戸井町」 「旧恵山町」 「旧椴法華村」
   「旧南茅部町」の地域となっております。この地域以外にお住まいの方で、担当となる包括支援センターが
   ご不明な方は、函館市高齢者・介護総合相談窓口(☎21-3025)までお問い合わせください。

   認知症とは、脳の障害によってこれまでの記憶や考える能力などが徐々に
低下し、日々の生活に支障をきたす病気ですが、初期の段階で専門医を受診し
適切な治療を行う事である程度進行を抑えたり、症状を改善することができます。
   このため、周りの方が本人の様子について、より早い段階で何かおかしいと感じる
ことができれば、認知症が進行する前に治療につなげることができる場合もありますので、ぜひ下記の
視点を参考に接し、あてはまる内容が多い場合は包括支援センター等へご相談ください。

●○●○ 認知症高齢者に気づく視点 ○●○●

□しまい忘れや置き忘れが増え、いつも探し物をしている
□財布・通帳・衣類などを盗まれたと訴え、人を疑う
□調理の手順や衣類の片付けなどにまちがいが多くなった
□つじつまの合わない話しをすることが増えた
□日時や場所などを間違えるようになった
□ちょっとしたことで怒りだすようになった
□自己中心的となり、回りへの気配りをしなくなった
□帰宅時、自宅の鍵を探し出すのに時間がかかるようになった
□本人から「最近頭が変になった」等の訴えがある
□趣味や好きなテレビ番組に興味を示さなくなった
□意欲がなくなり、何をするにも面倒そうにしている
□身だしなみを気にしなくなった

   函館市地域包括支援センターでは、認知症を正しく理解してもらい、認知症の人や家族を温かく見守る応援者

(＝サポーター)になってもらうために「認知症サポーター養成講座」を開催しています。開催時期や場所、詳しい

内容については、お住まいの地域を担当するセンターにお気軽にお問い合わせ下さい。

・日時/月曜～金曜　10：00～15：00（休憩1時間）

・場所/函館市若松町33-6　あいよる21　3F

・時間/30分程度　※相談料は無料

・相談は来所またはお電話でお伺いします。

～
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◇特別教室「ひな祭り」の紹介◇



【問題】
　自分の家の隣に住む認知症
の高齢者が心配な場合は、親戚
関係ではなくても町会役員で
あれば、家庭裁判所に成年後
見申立てを行うことができる。

   あいよる21ふれあい交流会は、総合福祉センター（あいよる21）を利用する障がい者、高齢者、母子および寡婦、

父子、児童ならびに一般市民がレクリエーションを通じて、世代間の交流と相互理解を深めるとともに、住民福祉の

充実を図る目的として、毎年２月第１日曜日に開催しております。

   今年２月２日（日）に行われた交流会は、200人もの参加者やボランティアならびに職員により、レクリエーショ

ンや食事・福引きを通じて、世代を超えた交流が行われました。

   また、特別ゲストとして、函館のマスコットキャラクター「エキゾー君」と、ご当地ヒーロー「函館鮮士イカダベッ

サー」も登場し、参加者とのふれあいや記念撮影を行うなど、交流会を大いに盛り上げてくれました。

   次回も、多くの来場者が楽しめる交流会を開催したいと思いますので、よろしくお願いします。
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第25回 あいよる21 ふれあい交流会が開催されました ご存じですか？「成年後見制度」について

ファミリー・サポート・センター フォローアップ研修会を行いました

あいよる２１障がい者デイサービス事業のご案内

　認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、自分

が生活する上で必要な介護保険サービスや施設入所に関する契約を結んだり、遺産分割の話し合いをしたりする必要があって

も、自分でするのが難しい場合があります。

　このような、判断能力の不十分な方々を法的に保護・支援するのが「成年後見制度」です。

　函館市成年後見センターは、この成年後見制度に関する相談や、制度利用のサポートをはじめとした、さまざまな業務を実施

していますので、ぜひご活用下さい。

お子様を預かる提供会員のスキルアップ講習です。

毎年1度（全6回）の中で必ず受講し来年度の更新をします。

大切なお子様の命を預かる活動ですので1人1人資質向上を図り

自信をもって活動して貰っています。昔ながらの伝承遊び、わらべ歌に

盛り上がり笑顔いっぱいの時間でした。

お問い合わせ先：函館市ファミリー・サポート・センター　☎23-3920

・函館市成年後見センターの業務紹介・

＜相談対応＞

　判断能力に不安のある方の生活や財産管理に関する困りごとについて、

電話や来所、メールでの相談を受け付けています。

　また、毎月第２水曜日の午後１時～３時まで、函館弁護士会による、事前予約制の

無料相談も実施しておりますので、ぜひご利用下さい。

※メール相談受付アドレス：hakodate_kouken@hakodatesyakyo.net 

＜出前講座＞

　職員による制度説明のほか、○×クイズ形式で楽しく学んだり、制度紹介DVDを視聴して映像でわかりやすく

理解したりなど、開催を希望される方々の要望に応じた内容で成年後見制度に関する出前講座を実施しております。

開催を希望される場合や詳細な内容の確認につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。

函館市成年後見センター　函館市若松町33番6号 あいよる21    2階

☎23-2600　受付時間：午前9時～午後5時（土日・祝日及び年末年始は休み）
相談・お問合せ先

答え：×
解説：原則として、申立ては本人や配偶者、4親等内の親族
　　　の方などが行う必要があります。

チャレンジ！！

クイズ形式の出前講座は、制度に関する
いろいろな問題を解きながら楽しく学ぶ
ことができますので、ぜひご利用下さい！

成年後見センター

   あいよる21では、函館市（戸井・恵山・椴法華・南茅部各地区を含む）に居住の方で、身体に障がいがある

ため、自宅において入浴が困難な方を対象に、特殊浴槽による入浴サービスを行っております。

   主なサービス内容等は下記のとおりです。

・ 対       象：  15歳から64歳までの方で、障害者手帳をお持ちの方（介護保険に該当する特定疾患は除き

                   ます）。

・ 利用方法： ご家族の方の送迎が困難な利用者に対しては、当センターの送迎車（車いす積載可能）にて

　　            送迎するサービスも行っております。

・ 実施日時： 毎週火曜日～土曜日　９時～ 17時

　　　　　  ※日曜・月曜・祝日・年末年始（12 ／ 29 ～１／３）はお休みです。

・ 利 用 料： ・利用者負担額　・市の要綱および要領に定める額

　　　　　  ・特定費用　１回500円＋利用者負担額

なお、申請受付や利用相談などのお問い合わせ先は、下記へご連絡下さい。

・ 函館市保健福祉部障がい保健福祉課　     障がい者総合相談窓口　　　     ☎２１-３３０２

・ 函館市保健福祉部亀田福祉課　　　　     障がい者総合相談窓口               ☎４５-５４８２

・ あいよる２１障がい者デイサービス　　  相談窓口　　　　　　　　　     ☎２３-５５５１



お見積無料！！
お気軽にご相談ください

・遺品整理
・引越ゴミ
・粗大ゴミ
・廃家電
・建設廃材
・一般廃棄物
産業廃棄物

の処理不要品
対応いたします！
函館市・北斗市・七飯町・指定許可業者

ゴミのことなら株式会社

グリーン清掃
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ごあいさつ 

令和2年度　収支予算

社会福祉法人函館市社会福祉協議会　会長
大槻寅男

   社会福祉協議会の大槻でございます。
   2月下旬より、新型コロナウイルス感染症の拡散防止のため、やむを得ず社協の各種事業
を中止にさせていただいたほか、多くの皆様にご利用をいただいている総合福祉センター
においても、趣味の教室をはじめ各種行事の開催を自粛せざるを得なかったことに心より
お詫びを申し上げるとともに、今回の決定にご理解とご協力を賜り、厚く感謝を申し上げま
す。
   さて、私が会長に就任し、間もなく1年になろうとしていますが、地域の行事や会議に足を
運ぶ度、社協に対する皆様からの期待を大いに感じ、改めて責任の重さを痛感しているとこ
ろでございます。
   現在、私たちが生活する地域では、様々な世代の方々が元気でいきいきと暮らしている反
面、少子高齢化や核家族化の進行により、地域を相互に支え合う意識の希薄化など、福祉課
題も多く、多様化してきております。
   これからは、地域で暮らす「人と人とのつながり」や「共に支え合うこと」がますます重要
となってまいります。
   このような中、社会福祉協議会は、地域福祉の推進に中心的な役割を果たす組織として、
行政をはじめ町会連合会、民生児童委員連合会、社会福祉施設連盟など多種多様な組織との
ネットワークにより、地域の方々と一緒に課題解決するため諸施策に取組んでまいります。
   社会福祉協議会は、皆様一人ひとりの支えによって成り立っている組織であり、今後とも、
私共の組織運営に対し、皆様の更なるご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

地域福祉を支える特別会員

社協だより広告・自動販売機設置に関するお問合せ

1枠：４．０cm×  ９．０cm　　　２０，０００円
2枠：４．０cm×１８．０cm　　　４０，０００円

「自動販売機」設置ご協力のお願い

「共に支え合い安心して暮らせる福祉のまちづくり」の
理念のもと、各種事業に積極的に取り組みます。

※令和2年度事業計画･収支予算書につきましては、社協事務局に備え付けてありますとともにホームページにも掲載しています。

738,708

社会福祉事業

会費収入

寄付金収入

補助金収入

受託金収入

事業収入

介護保険事業収入

障害福祉サービス等事業収入

その他収入

公益事業

補助金収入

受託金収入

介護保険事業収入

その他収入

収益事業

事業収入 収  入

社会福祉事業                    333,657

人件費支出                     190,394

事業費支出                       17,575

事務費支出                       51,565

共同募金配分金事業費支出  10,798

分担金支出                         1,713

助成金支出                       35,850

負担金支出                         2,860

その他の支出                      22,902
公益事業

人件費支出

事業費支出

事務費支出

分担金支出

その他の支出

収益事業

人件費支出

事業費支出

事務費支出

その他の支出 

738,708

支  出

大きなものから 小さなものまで 真心込めたお手伝い

☎（0138）30-1630お問合わせは 函館市東山町144番地201FAX 0138-30-1631

(単位：千円)

(単位：千円)

551

551

551

128

62

77

284

404,500

26,807

281,290

96,399

4

333,657

9,848

3,750

123,967

49,881

1,262

82,918

17,335

44,696
404,500

180,717

61,109

130,599

432

31,643

   私ども函館市社会福祉協議会の会員制度は「共に支え合い安心して暮らせる福祉のまちづくり」を進めるための制度で、

会員の皆様のご協力により支えられており、地域福祉の推進のために様々な事業に使われております。

                                                                                         令和2年1月１日～令和2年3月３１日（敬称略・順不同）

株式会社　五島軒

道南石油株式会社

社会医療法人　高橋病院

グループホームさらさの杜

名鉄観光サービス株式会社

瀬戸商店

ホテル函館ひろめ荘

辻商事株式会社

株式会社  ひより屋

株式会社土田水産部

函館日産自動車株式会社 株式会社エム・エム・ピー

社協会員の加入をお願いいたします！ 「社協だより」に広告を掲載しませんか！？

   会員の皆様からいただいた会費は、社協活動を通じて様々な福祉

活動に有効活用させていただきます。経済が低迷する大変厳しい状

況にありますが、事業運営の貴重な財源となっておりますので、ぜ

ひご理解ご協力をお願いいたします。

＊一般会員 年額　１口　　  100円(町会単位で各世帯または個人が加入)

＊賛助会員 年額　１口　  1,000円(役員、その他の賛助者)

＊団体会員 年額　１口　  5,000円(通所施設等)

＊団体会員 年額　１口　10,000円(各種福祉関係団体)

＊特別会員 年額　１口　10,000円(各企業、団体等)

※会費は１口以上納入することができます。

   函館市内各戸に配布している「社協だより」（年２回発行）に

広告を掲載していただける企業様、事業所様を募集しています！

いつでもご説明にお伺いいたします！

   ご自宅や会社の敷地内等に飲料自動販売機の設置をしてくださる

方を募集しています。設置された自動販売機の収益を様々な福祉活

動に有効活用させていただきます。

   設置にかかる費用の発生はございません。

   詳細は下記にお問い合わせください。

函館市社会福祉協議会　総務課
☎23-2226　FAX　23-2224
Eメール　soumu@hakodatesyakyo.net

発　　行　社会福祉法人　函館市社会福祉協議会

広報委員　編集人　西山　来渡　　委員　沼田　和也　　委員　山下　真実

　　　　　委員　   岩島　禎敏　　委員　仙石　広美　　委員　廣島　千年

　　　　　委員　   中谷　　満　　委員　足立　真紀　　委員　増田　真澄

災害時でも
使用できる
自販機も
あるよ！！



共に支え合い安心して暮らせるまちづくり
社会福祉法人 函館市社会福祉協議会

社協だより 令和2年春号
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●南茅部支所
〒041-1611　函館市川汲町1520番地　函館市南茅部支所内
☎0138-25-5888　FAX0138-25-5891

●亀田支所
〒041-0806　函館市美原1丁目26番8号　函館市亀田支所内
☎0138-45-5593　FAX0138-45-5593

●銭亀沢支所（根崎生活館）
〒041-0924　函館市根崎町556番地2　函館市根崎生活館内
☎0138-57-9014　FAX0138-57-9014　

●函館市地域包括支援センター社協
〒041-0305　函館市館町3番地1　函館市戸井支所内
☎0138-82-4700　FAX0138-82-4450

●函館本所
〒040-0063  函館市若松町33番6号
☎0138-23-2226  FAX 0138-23-2224

●戸井支所
〒041-0305  函館市館町3番地1 函館市戸井支所内
☎0138-82-4456  FAX 0138-82-4450

●デイサービスセンターとい
〒041-0313  函館市原木町285番地1
☎0138-82-2288  FAX 0138-82-3467

●恵山支所
〒041-0525　函館市日ノ浜町127番地　函館市恵山支所内
☎0138-85-3333  FAX 0138-85-4033

●椴法華支所
〒041-0611　函館市新浜町188番地2
☎0138-86-2811  FAX 0138-86-2812

匿 名

函館三育小学校

函館方面遊技業協同組合

臼尻町　臼尻福寿会 肌掛け布団2枚・タオルケット5枚

紙製ゴミ箱多数

雑巾130枚

木直町　木直老友会

尾札部町　匿名 様

タオル45枚臼尻町　南茅部更生保護女性会 様

様

様

様

様

様

事業部事業課
ひら     の               ま     な の      ろ               こ     ゆき

善意のご寄付をいただき
誠にありがとうございます

第25回 あいよる21 ふれあい交流会

羽ばたかせます

〒040-0022 函館市日乃出町28番2号
TEL（0138）53-2231㈹  FAX（0138）53-4355
URL:http://www.ryubun-do.co.jp

あなたのイメージ。

令和2年1月1日から令和2年3月31日まで心 温 ま る 善 意
□南茅部支所受付分□函館本所受付分

金額のご寄付

物品のご寄付

金額のご寄付

物品のご寄付

道南清水サッシ株式会社

様

様

様

様

様 円 円

円

円

円

円

円

174

50,000

86,000

1,000,000

有限会社メデック アクアジア超音波霧化器

20,000

20,000

20,000

川汲町　龍王寺

川汲町　曹覚寺

木直町　木直詠唱講

函館三育小学校　様

どうぞよろしくお願いします！

新規採用一般職員
ご紹介

社会福祉法人函館市社会福祉協議会　本所・各支所のご案内

〈ホームページ〉
http://www.hakodatesyakyo.net/

函館市社会福祉協議会 検　索

平野　愛奈       野呂　小雪




