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新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、下記の事業及びイベントを中止とさせていただきます。 

参加を予定されていた皆さま、毎年運営にご協力いただいている皆さまには、ご理解いただきますようよろ

しくお願いいたします。 

 

～釧路支所～ 

事業名 日 程 問い合わせ先 

釧路市ふれあい広場“2020” 6 月 28 日（日） 地域福祉課     （24-1648） 

第３５回釧路湿原全国車いすマラソン大会 7 月 12 日（日） サン・アビリティーズくしろ  （51-9865） 

～阿寒支所～ 

事業名 日 程 問い合わせ先 

第４回阿寒地域福祉大運動会 6 月 28 日（日） 阿寒支所      （66-4200） 

第３４回釧路市阿寒町ふれあい広場 7 月 19 日（日） 阿寒支所      （66-4200） 

～音別支所～ 

事業名 日 程 問い合わせ先 

音別町ふれあい広場 8 月 29 日（土） 音別支所   （01547-6-2941） 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、市内においてもマスクの入手が困難を極めております。この

ような状況の中、釧路西ロータリークラブ様、綜合設備株式会社様、あまの整骨院様よりマスクの寄贈をいた

だきました。 

寄贈されたマスクは釧路市社会福祉協議会を通じて、釧路市内の保育園や社協事業に協力を頂いている方々

に配布をいたします。 

心温まるご支援とご協力に心よりお礼申し上げます。 

 

〇釧路西ロータリークラブ 様 

５月８日（金）釧路西ロータリークラブ様より、マスク３,０００枚と寄付金１０万円を釧路市社会福祉協

議会に寄贈いただきました。 

 

 

 

 

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．各種事業・イベント中止のお知らせ 

令和２年 6月号 

２．マスクを寄贈いただきました 

 

▲釧路西ロータリークラブ 

（左）平会長 

▲寄贈されたマスク ▲感謝状の授与 
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〇綜合設備株式会社 様 

５月２０日（水）綜合設備株式会社様より、マスク５,０００枚ずつを釧路市社会福祉協議会及び釧路市ボ

ランティア連絡協議会の両団体に寄贈いただきました。 

 

〇あまの整骨院 様 

 ５月２１日（木）あまの整骨院様より、マスク５００枚を釧路市社会福祉協議会に寄贈いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月１１日（月）、天理教阿寒分教会（阿寒かぞく食堂

「おかえり」：石川善道代表）から釧路市社会福祉協議会

阿寒支所に手製の布マスク５０枚を寄贈いただきました。

地域食堂が開催できない状況の中で、自分たちにできるこ

とをやっていきたいとの思いから関係者が手分けして作

成したもので、地域の方に役立ててほしいとの希望から寄

贈いただいた布マスクは阿寒町デイサービスセンターに

通う利用者の皆さんへ配布させていただきました。 

地域の温かいお心遣いに感謝申し上げます。 

 

 

〈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、近隣住民や商店のほか音別町行政センター職員

などの協力により、歩道の植樹帯への花植えや雑草とりを行な

うもので、毎年美しい花壇がつくられています。 

■日 程：令和２年６月９日（火）植樹帯の土おこし 

１０日（水）植樹帯への花植え 

※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 

  

４．国道美化活動がはじまります！ 

 

 

３．布マスクを寄贈いただきました！ 

▲過去の活動の様子 

▲寄贈された布マスクと石川代表（右） 

◀綜合設備株式会社 

（左）から 2 人目 亀岡代表取締役 

あまの整骨院▶  

（左）天野賢二院長  
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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 401 町内会での実施となっています。 

（実績：令和２年５月２０日現在） 

 

 地 区 町内会数 申込数 達成率 

釧 路 

東部南 98 74 76% 

東部北 105 78 74% 

中部南 94 68 72% 

中部北 67 48 72% 

西 部 82 69 84% 

小 計 

（釧路地区） 
446 337 76％ 

阿 寒 34 34 100％ 

音 別 18 18 100％ 

合 計（全市） 498 389 78％ 

  
 
 

 
 
 

                              

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               
 

         
 

         
 

          

                               

                               

                               
  

                    
 

        

          
 

         
 

          

 
 

           
 

                 

                               

                  
 

            

                               

                               

     
 

                         

                               

                               

          
 

         
 

          

                               

                               
                                                                                                                                                           

こんな時に使われます！ 

・突然具合が悪くなり、救急隊に情報を伝えることができない時 

・救急で搬送されたことを家族、親類、知人に知らせてほしい時 

・災害の時、飲んでいる薬が分からなくなった時 

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

５．緊急連絡カード推進事業(愛称：安心バトン)の普及状況 

～どんな時に緊急連絡カードを使うの？？～ 

具合が悪くなり、119 番 救急隊員が到着後、 

冷蔵庫のシールを確認 

保存容器の中に入って

いるカードを取り出す 

情報を確認し、適切な処

置をし、病院に搬送 

必要に応じてカードに記

入している緊急連絡先に

連絡する等に活用 
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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 57件、総額 6,980,935円すべての助成が決定しました。 

（前年度 55 件・総額 7,003,153円） 
 

【◎釧路地区／35 件・4,579,556 円】・【■阿寒地区／14 件・1,841,803 円】・【◇音別地区／8 件・559,576円】 

 

ボランティア支援                    ５７４千円 
◎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】⇒278 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 201 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     ６２２千円 
◎ (一社)さわやか釧路【スキルアップ研修事業】⇒43 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 80 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                 １，２０３千円 
◎釧路市連合町内会【広報紙「連町通信」発行】⇒208 千円 

◎(一財)北海道難病連釧路支部【機関紙発行事業】⇒43 千円 

◎釧路地区障害老人を支える会 

【世界アルツハイマーデー記念幣舞橋ライトアップ及び 

認知症を学ぶ絵本コンサート事業】⇒43 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 240 千円 

◇<社協・音> 広報活動推進事業 20 千円 
 

 

三世代交流                     １，２１６千円 
◎釧路市子ども会育成連合会【わくわく三世代体験学習】⇒43 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】⇒69 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 131 千円 

◇<社協・音> 音別町ふれあい広場 180 千円 
 

 

こどもの交流の場                          １３９千円 

◎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】⇒139 千円 
 

 

地域福祉・地域サロン・健康づくり             ７８３千円 

◎釧路市老人クラブ連合会【健康をすすめる運動普及事業】⇒69 千円 

◎わたぼうしの家【地域食堂による地域づくり事業】⇒69 千円 

◎桜ヶ岡ひぶなクラブ【いきいき長寿体操交流事業】⇒43 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 400 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                          １３９千円 
◎駆け込みシェルター釧路【ステップサポート事業】⇒139 千円 

 

 

子育て支援・障がい児支援               ２６８千円 
◎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】⇒43 千円 

◎<社協・釧> 早期発達支援事業(ポニーの教室)182 千円 

◎放課後デイサービスかのん【ホワイトボード・書籍・玩具購入】⇒43 千円 
 

 
 

 
 

 

障がい者が働く作業所の支援                ４３５千円 
◎サン・フラワー【厨房冷凍庫購入】⇒43 千円 

◎すてっぷ【作業テーブル購入】⇒43 千円 

◎すてっぷとっとり【吊戸棚購入】⇒43 千円 

◎多機能事業所ぴーぷる【真空ﾌﾚｯｼｭﾎﾞｯｸｽｾｯﾄ購入】⇒36 千円 

◎釧路リカバリーセンター【パソコン購入】⇒43 千円 

◎こぶし作業所【冷蔵庫購入】⇒43 千円 

◎オフィスきらり【清掃作業用コードレス掃除機購入】⇒43 千円 

◎島屋ゴマサーカス【利用者作業用防寒ジャンパー購入】⇒24 千円 

◎くしろわんこ【洗濯機購入】⇒43 千円 

◎くしろぱんや【コードレスクリーナー購入】⇒37 千円 

◎くしろ夕日カフェ【デジタルカメラセット購入】⇒37 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 648 千円 ■阿寒地区委員会 290 千円 ◇音別地区委員会 69 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 

 

６．釧路市共同募金委員会からのお知らせ 

令和２年度 Ｂ助成（市町村地域使途計画助成）の決定報告 


