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帯広市社協
マスコットキャラクター
「ニコ、ニッコ、ニーコ」　

平成25年7月1日発行

No.143

発行　社会福祉法人　帯広市社会福祉協議会
〒080-0847 帯広市公園東町 3丁目 9番地 1  TEL.21-2414
◎ホームページアドレス　http://www.obihiro-shakyo.jp/

障がい児（者）

余暇活動
支援事業
のご案内

社協フェスタ＆わいわいタウン帯広2013を開催します！

地
ま ち

域のとびら

申込・問い合わせ：地域福祉課　21-2414

問い合わせ：地域福祉課　21-2414

サロン名 開設日時
1 お茶の間わいわいくらぶ代表　山　口　智恵子

若葉福祉センター　　　　毎週水曜日
１３：００～１６：００

2 ふれあいつつじサロン代表　佐々木　伸　枝
つつじが丘福祉センター　毎週金曜日
９：３０～１１：３０　　　（第5金曜日は休み）

3 西帯ゆうゆうサロン代表　中　尾　悦　子
西福祉センター　　　　　毎週木曜日
１３：００～１５：３０　　（第5木曜日は休み）

4 おおぞら　ほっと･ホット代表　久　保　紀　子
大空会館　　　　　　　　毎週水曜日
１３：３０～１５：３０

5 西10号ふれあいサロン代表　佐　藤　宣　之
西１０号会館　　　 第１・第３金曜日
１３：３０～１５：３０

6 東あいあいサロン代表　小　室　和　子
バラト福祉センター　　   毎週火曜日
１３：３０～１５：３０　   （第5火曜日は休み）

7 大正・愛国ほのぼのサロン代表　笹　金　くに子
大正トレーニングセンター　第１・第３金曜日
１３：３０～１６：００

8 啓西にこにこサロン代表　根　竹　　　勉
啓西福祉センター　  第２・第４水曜日
１３：３０～１５：３０

9 北親ふれあいサロン代表　岡　本　金　吾
北親福祉センター　  第２・第４木曜日
１３：００～１５：３０

10 ふれあい北サロン代表　中　岡　昌　子
北福祉センター　　  第１・第３木曜日
１３：３０～１５：３０

11 光南ほほえみ倶楽部代表　本　間　悦　子
光南福祉センター　  第２・第４木曜日
９：３０～１１：３０

12 緑栄ゆうあいサロン代表　嶋　崎　秀　司
緑栄福祉センター　 第２・第４木曜日
１３：３０～１５：３０

サロン名 開設日時
13 柏林ハッピーサロン代表　野　田　武　美

柏林台福祉センター　第２・第４火曜日
１３：３０～１５：３０

14 栄いいともサロン代表　髙　橋　敏　雄
栄福祉センター　　  第１・第３木曜日
１３：３０～１５：３０

15 ひまわりサロン代表　林　　　眞　市
新稲田町内会館　　  第２・第４金曜日
１４：００～１６：３０

16 サロンあかしや代表　平　林　孝　之
アビタあかしやⅡ 101号室　第２・第４月曜日
１３：００～１６：００

17 コスモスサロン代表　野々村　辰　治
コスモス福祉センター　第１・第３火曜日
１３：００～１５：３０

18 きばらしサロン代表　朝　日　照　夫
きばらしサロン　　  第２・第４水曜日
１２：００～１５：００

19 なごやかサロン代表　高　嶋　久　聲
東コミュニティセンター　第２・第４水曜日
１３：３０～１５：３０

20 清川ふれあい広場代表　河　瀬　勝　郎
清川小学校 地域ふれあい館　第2・第４水曜日
13:30～16:00(4月～10月) 10:30～15:00(11月～3月)

21 サロンときわ代表　上　野　保　男
自由が丘福祉センター　第２・第４木曜日
１３：３０～１５：３０

22 白樺ふれあいサロン代表　加瀬谷　敏　男
地域交流センターふるさと　第１・第３水曜日
１３：００～１５：００

23 南の森サロン代表　小　林　孝　子
みなみ野福祉センター　第１・第３木曜日
１３：３０～１５：３０

24 緑南さわやかサロン代表　尾　張　裕　子
緑南福祉センター　　　　第１日曜日
１３：３０～１５：３０

25 サロンつどい代表　渡　部　正　男
きぼう福祉センター　第２・第４金曜日
１３：３０～１５：３０いずれのサロンも、参加費は１回１００円です。

　「地域交流サロン」とは、地域にお住まいの誰もが気軽に参加でき、交流や親睦を深め、楽しくふれあいのできる場で、ご自宅か
ら歩いて行ける距離に開設することを目標にしています。現在市内には25ヵ所の「地域交流サロン」があり、多くの人が参加され
ていますが、歩いて行ける範囲にサロンがないという地域がまだあるのが現状です。
　鉄南コミュニティセンター、中央福祉センター等の付近にはサロンがまだ開設されていません。お近くにお住まいで、サロン運営
をぜひやってみたいと興味をお持ちの人は、ぜひお問い合わせください。

地域交流サロン事業費の一部に
共同募金の助成金をあてています。

問い合わせ：地域福祉課　21-2414

と　き：平成25年9月8日（日）10:00～15:00
ところ：帯広市グリーンプラザ(公園東町３丁目９番地１）
※駐車場が限られているため、会場までは出来る限り、公共交通機関等でお越しください。

　“ふつうに暮らす”ことのできる安心・安全・福祉のまち
づくりの在り方やボランティアに関する体験学習や模擬店を
予定しています。多くの皆様のご来場をお待ちしています。

　今年度から、『障がい児（者）余暇活動支援事業』を行います。障がいのある人を対象に、
レクリエーション等の場を提供し、週末の余暇の過ごし方に関する支援を行うことで、みな
さまの余暇の充実を図るお手伝いをさせていただきたいと考えています。
　７月から開始し、その後３回の開催を予定していますので、外出のきっかけや仲間づくり
の場として、ぜひご利用ください。

■日　時：平成25年7月27日（土）10時～ 12時
■会　場：市民活動プラザ六中（東11条南9丁目1）
■講　師：戸川　久美子  氏
　　　　　（パステル和アート認定インストラクター）
■参加費：無料
■持ち物：特にありませんが、汚れてもよい服装
　　　　　でご参加ください。
■定　員：20名（定員になり次第締め切ります。）
■申込期間：平成25年7月1日㈪～ 7月19日㈮

絵が苦手でも大歓迎です。

いろいろな色を使って、指で描くアートです。
みなさまのご参加をお待ちしています！

地域交流サロン一覧地域交流サロンに参加しませんか？

 第1
回講座　パステル画教室
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5月22日（水）に平成25年度第1回理事会、評議員会を開催し、平成
24年度の決算が承認されました。

3月22日（金）に平成24年度第6回理事会、第4回評議員会を開催
し、平成25度の予算が承認されました。

平成24年度一般会計収支決算 平成25年度一般会計収支予算

収入 金額 割合（%）
介護保険収入・事業収入 159,905,181 44.4 
道・帯広市・道社協からの委託料 82,755,787 23.0 
グリーンプラザ指定管理などの事業収入 37,558,917 10.4 
北海道・帯広市・道社協からの補助金 53,172,040 14.8 
共同募金からの配分金・分担金 6,223,903 1.7 
会費等・寄付などの自主的財源 20,469,844 5.7 

計 360,085,672 100.0 

収入 金額 割合（%）
介護保険収入・事業収入 146,824,000 40.2 
道・帯広市・道社協からの委託料 87,259,000 23.9 
グリーンプラザ指定管理などの事業収入 38,543,000 10.5
帯広市・道社協からの補助金 54,021,000 14.8 
共同募金からの配分金・分担金 5,728,000 1.6 
会費等・寄付などの自主的財源 32,780,000 9.0 

計 365,155,000 100.0 

支出 金額 割合（%）
介護保険・地域包括支援センターなどの運営費 169,518,382 49.0
法人の活動運営費など 77,680,267 22.4 
幼児ことばの教室運営費 35,100,000 10.1 
福祉人材バンクの運営費 8,300,577 2.4 
母子家庭等就業・自立支援センター運営費　 8,738,646 2.5 
社会参加促進事業費・点訳ボランティア養成講座 722,000 0.2 
地域福祉・ボランティア事業などの事業費 9,554,274 2.8 
グリーンプラザ指定事業などの事業費支出 36,742,239 10.6 

計 346,356,385 100.0 

支出 金額 割合（%）
介護保険・地域包括支援センターなどの運営費 180,164,000 47.5 
法人の活動運営費など 98,401,000 25.9 
幼児ことばの教室運営費 35,881,000 9.5 
福祉人材バンクの運営費 8,443,000 2.2 
母子家庭等就業・自立支援センター運営費　 8,067,000 2.1 
点訳ボランティア養成講座 43,000 0.0 
地域福祉・ボランティア事業などの事業費 9,814,000 2.6 
グリーンプラザ指定事業などの事業費支出 38,547,000 10.2 

計 379,360,000 100.0 

当期資金収支差額（収入－支出） 13,729,287
前期末支払資金残高（H23年度からの繰越金） 162,960,236
当期末支払資金残高（H25年度への繰越金） 176,689,523

当期資金収支差額（収入－支出） －14,205,000
前期末支払資金残高（H24年度からの繰越金） 170,204,000
当期末支払資金残高（H26年度への繰越金） 155,999,000

（単位：円） （単位：円）

（単位：円） （単位：円）

（単位：円） （単位：円）

　私達の会は、平成13年２月から、合唱のつみ重ねをしながら
会員相互の親睦と友好を深め、心豊かに生きがいをもって地域の
文化向上と福祉施設訪問に努めてきました。
　メンバーは、50歳代から90歳と幅広い構成で、月２回の練習
を緑西コミセンで行なっています。
　社協からボランティア活動の依頼を受け、特別養護老人ホーム
などの施設を訪問し、「とてもすばらしい歌声を聞かせてもらっ
た」「一緒に歌を歌えて楽しい時間を過ごせた」などの声を掛け
られ、私達も多くの元気をいただきました。
　私達のグループは小さな集団ですが、メンバー全員で、今を楽
しみながら声を出す喜びを感じています。
　仲間を募集していますので私達と一緒に楽しく活動しません
か。　　　　　　　　　　　　　　　　代　表　　園部　智子

　私達『昴の会』は地域貢献の一つとして、福祉施設に「歌」を
通しての交流を図るためのボランティア活動を進めています。例
会は、毎月第３木曜日の午後１時から開催しています。4 月には
新会員も加わり、11名で活動をしています。
　会員は60歳代が大半であり、個々の人生がより豊かになるよ
う活動を工夫し、和気あいあいと楽しく例会を開催しています。
　高齢者施設などでの交流の要望があれば、喜んで訪問いたしま
すので、お声をお掛けください。　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　代　表　　奥村　喜実

広 げ よ う ボ ラ ン テ ィ ア の 輪
シルバーコーラスVOL.35 歌謡サークル『昴の会』VOL.36

地 域 福 祉 課 21-2414
ボランティアセンター　21-2454問い合わせ：

共同募金運動にご協力ありがとうございました

平成25年度分　配分概要

昨年１０月１日から１２月末日までの３ヵ月間にわたり実施しました共同募金運動に
町内会や職場・学校・街頭など、多くの皆様の参加とご協力をいただきました。
皆様からの貴重な募金は、地域福祉向上のため大切に活用いたします。

▼全道的な視野からの施設整備や地域福祉推進事業及び運動を展開する
ための費用等として

▼火災等による災害被災者への見舞金支給として

社会福祉協議会が実施する各種地域福祉事業へ
▼ボランティア活動費（各種研修、モデル校指定）
▼地域福祉活動費（地域交流サロン事業、小地域ネットワーク活動費）
▼老人福祉費（独居高齢者いきいき交流会）
▼広報活動費（社協だよりの発行）

生活困難世帯への義援金として 

福祉団体等が実施する福祉研修・交流会や障がい者等の当事者やその家
族の団体、施設がその福祉向上を目的とした活動費等の助成金として

平成２４年度　赤い羽根・歳末たすけあい募金に
 １６，０４８，４５６円の募金が寄せられました。

問い合わせ：帯広市共同募金委員会（担当：総務課）21-2414◇助成団体は3ページに記載！

＊道内福祉向上・運動推進 …………10,050,768円 ＊地域の福祉事業に ……………………3,453,688円

＊要援護者の支援事業に ………………1,629,000円

＊地域福祉活動への助成金に ……………915,000円



■3 ■ No.143

平成24年度共同募金運動にご協力いただいた町内会

問い合わせ：帯広市共同募金委員会（担当：総務課）21-2414

※なお、平成 24年度共同募金にご協力いただいた企業及び募金箱設置にご協力いただいた店舗・企業名については、次号 9月号にて掲載させていただきます。

　帯広市共同募金委員会では、被災者支援を目的とし平成26年3月31日まで
義援金を受付けています。多くの市民や団体・企業などからご協力をいただき、
18,609,934円（平成25年5月31日現在　帯広市共同募金委員会受付分）の
義援金が寄せられています。

義援金については、本会窓口での受付のほか、下記口座への郵便振替（手数料無料）も可能となっています。

東日本大震災義援金に
ご協力ありがとうございます

【郵便振替口座：００１７０－６－５１８　中央共同募金会　東日本大震災義援金】

◇助成団体…14団体（20事業）
平成 25年度分共同募金配分概要

◎帯広グルッペ手話の会　
◎帯広市女性保護の会　
◎帯広市手をつなぐ育成会とつた共同作業所
◎十勝地区里親会
◎帯広手話サークル「手と手」
◎帯広心身障害者（児）育成会　
◎帯広地区ことばを育てる親の会
◎帯広地区保護司会
◎大正地区ノーマライゼーション推進委員会
◎帯広身体障害者福祉協会
◎心身障がい児(者)作品展示即売会運営委員会
◎十勝自閉症児親の会
◎北海道民生委員児童委員連盟帯広支部　
◎食と健康支援ネットワーク

●バラト東　 ●バラト西南　 ●バラト中央　 ●新バラト　 ●いたどり　 ●春日東　 ●春日西　 ●春日南　 ●帯里　 ●帯広発祥　●清泉親睦　●神護親睦　●依田町
●東睦　●発祥親睦会　●東4・5東栄　●東3・4親睦　●東2の2・3　●世互親　●東2・5　●東1条若葉　●東1・4睦　●東5親交会　●大三会　●大四交睦
●五盟　●オリエンタルコーポ親睦会　●神護　●神護東　●柏光　●東祥親睦　●東苑　●東明　●若草　●東友東親　●東十和　●東　●農試跡南町　●晩成　●報徳
●東郊協和　●東九・七親睦　●新泉　●祥南第1　●祥南第2　●十三四　●東亜親睦　●東和　●東光　●柏　●柏親交　●東6・9　●東5・7親睦　●東和5・6親睦
●東栄和　 ●祥和　 ●道営中央団地1　 ●道営中央2自治会　 ●東1・6親　 ●和光　 ●東二・七　 ●東1・8誠心会　 ●東富久　 ●東和会　 ●清和　 ●交和
●東1の13・14　●十三交睦　●東2条14・15 親友　●東4・6親共　●東三・七交和　●東四・七　●東4・8　●東鳩　●東方親睦　●東盟　●東四条東睦　●新興
●三光　 ●河南　 ●西三条平和親睦　 ●奉公　 ●親栄　 ●西3条南9丁目　 ●大6親睦　 ●大八盟友　 ●大通9丁目親睦　 ●大通南十丁目親睦　 ●大通11丁目
●大通13丁目共和会　 ●三和親睦　 ●西1・4共親会　 ●互親　 ●七友会　 ●西一 ･八親善　 ●西1条南10丁目会　 ●西1・11親交会　●西1条12丁目親睦会
●三・四同交会　●西2の5　●二・八　●開広　●西11条橋南　●センターシティ1　●川北　●光北　●北親　●北開　●西蘭香　●東蘭香　●新十勝大橋　●捷和
●北栄　●三和　●西2条南1丁目　●西2条 2・3丁目親交　●睦親睦　●北光親睦　●三吉親交　●三吉　●北栄隣組　●新栄　●寛裕　●第一交和　●みどり
●神苑昭睦　 ●大川町親和　 ●北星　 ●コーポ第2リバーサイド親睦会　 ●明神　 ●東1条北郵政　 ●西10条北親　 ●北泉　 ●拓栄　● 拓光東　●拓光　●北明
●北進　●玄北中央　●北郊　●北一線　●北友　●北協和　●西13条北　●西14条親睦　●玄友親睦　●西央　●緑栄　●玄進　●共和　●緑勝　●長和　●新北西
●一中啓北　●親成　●玄北西　●玄北東　●柏友　●北報和　●栄　●報和　●白鳩　●西16条新和　●桜　●西16条北2開発　●北一親睦　●大心西　●第一報和
●報友　●中帯広西　●中帯広北　●17条新和　●光栄　●六号栄　●北伸　●栄北　●大心東　●緑陽　●栄町　●北伸第一　●西18条新和　●あづさ　●報和南
●中帯広南　●大和一　●柳華　●大和二　●大和三　●大和五　●大和六　●大和七　●柏林台北西　●柏林台親和　●柏林台四一　●柏林台啓西　●柏林台啓北
●柏林台東町　●柏林台第一　●柏林台　●柏林台南　●柏林台中央　●柏林台学園前　●善友　●柏新　●柏林台中町2丁目　●柏林台四つ葉　●柏林北町第3自治会
●柏林台ひまわり　●柏林台すずらん　●くるみ　●柏西　●柏新第一　●高倉西　●新町中央　●新町東　●西栄　●西伸　●競馬場　●若緑　●西南部親交　●緑園
●十士　●曙　●西五条親交　●灯下　●黎明　●新生　●親盛　●七緑　●寿　●広和第二　●第三広和　●月進　●第一親緑　●中央　●睦　●泉　●親緑　●共親
●丘の町　●北斗　●親和南　●桜町　●スズラン　●緑　●親交　●八条コーポ　●躍進　●緑苑　●幸栄　●親和　●十九丁目睦　●協和親睦　●明交　●供和
●育生　●幸進　●更生　●西1・15南親　●新帯広平和　●南六　●明和親睦　●南園親睦　●明協　●明和　●大谷　●啓明　●明星　●明星共和　●明星親睦
●明光　●永和　●南栄　●三友　●むつみ　●第一啓明　●明親　●六栄東　●六栄第一　●六栄向陽　●六栄第三　●新成　●新明　●四中　●六栄歩　●五交
●一条親交　●二八　●南豪　●三十丁目　●さつき　●親友　●平成　●東1・15親和　●文化街　●南興　●鈴蘭　●更新　●新交　●公栄　●20丁目　●鉄心
●双栄　 ●南友　 ●田園　 ●南交　 ●東進　 ●光南みなみ　 ●クラックス　 ●光南第一　 ●二十八区親交　 ●南生　●清南　●松葉　●南陵親和　●新光　●東雲
●コーポ光南第一親睦会　●東南　●東方　●光南東　●広和　●同栄　●緑葉　●むつき　●緑親　●緑ヶ丘さくら　●みどり親交　●芳園　●南緑　●緑光　●十五日
●緑栄第一　 ●緑友　 ●ひまわり　 ●新緑　 ●十五　 ● 12　 ●協和　 ●和興　●栄和　●第一富貴　●五中北　●愛睦　●緑西道営　●和交　●三・八東　●北駒
●新柏林台　 ●新柏林台南　 ●新柏林台北　 ●新柏林台中央　 ●あやめ　 ●丘の上　 ●南ヶ丘　 ●太陽　 ●弥生　 ●花園　 ●緑新　 ●緑風　● せせらぎ　●緑山
●公園東町　●公園三〇　●公園朝日　●公園　●公園東町ハイツ3号　●公務員宿舎稲田　●豊成北　●南新和　●下稲田　●下稲田東　●工場前　●日甜　●帯広南橋
●豊栄　●新稲田  ●松南　●大門街　●栄団地　●黒宮　●松竹　●南町南　●別府団地　●南町中央　●豊丘　●東共栄　●帯広工業高校　●春光　●公南　●豊陽
●南町南ヶ丘　●自衛隊東宿舎　●西春光　●善隣　●緑生　●新緑生　●みなみ野　●りんどう　●新弥生　●稲田団地自治会　●稲田団地１号棟自治会　●稲田
●農校前東　 ●駒翠　 ●帯広農業高校　 ●新駒翠　 ●上稲田　 ●ひじり西　 ●いずみ　 ●稲豊　 ●稲田中央　 ●みなみ野学園通り　 ●進興　 ●ひじり東　 ●美朝
●清流の里西　 ●清流の里中央　 ●清流の里北　 ●清流まなび野　 ●緑交　 ●あかしや　 ●緑泉　 ●和泉　 ●あかしや中央　 ●美佐和　●商東　●春駒西　●春駒
●わかな　●南商西　●共和第一　●共和南　●若葉　●共和第二親睦　●十八緑　●緑明　●緑南　●緑林　●南商第一　●緑西　●峰洋　●西常盤　●西一九緑
●協和南　●20条希望　●青空　●協和20条　●東常盤　●自由が丘二丁目　●自由が丘第一　●自由が丘弥生　●自由が丘北都　●自由が丘高台　●おびひろの森西
●西20条桜の森　●野栄　●晴見台東　●晴見台西　●柏南緑　●三友東　●三友中央　●東こまどり　●こまどり　●西しらかば　●啓西第一　●西一九　●三友西
●37東　 ●三七　 ●山望　 ●川東あさがお　 ● 20条 4　 ●広西　 ●静光　 ●静和　 ●啓和　 ●三七北　 ●西陵第1　 ●川東くろゆり　 ●山望北　 ●山望南
●西11号つくし　●西帯広中央　●西帯広親睦　●西交友　●三条高校西　●西14号団地　●西帯広南町　●柳橋　●共愛　●西13号　●タウン24　●正進親睦
●32区共正　●西の森　●津田の森　●十五号　●フリートピア25　●つつじ　●ヒルデス25　●ウエスト25　●新西　●つつじ24　●リバーサイド24　●ふれあい
●みすみ　●のぞみ　●開西35区　●おふね　●開西　●新緑南　●とりで　●開西中央　●かえで　●緑園西　●ポテト　●西中島通り　●森の里　●星の森　●ふしこ
●新緑第2団地自治会　●森の里東　●西21新興　●開明　●西21条若菜　●大空町第6　●大空町第24　●大空町第8　●大空町第9　●大空町第10　●大空町第12
●大空町第13　●大空町第14　●大空町第15　●大空町第18　●大空町第25　●大空町第29　●大空町第41　●大空町第37　●大空町第17　●大空町第19
●大空町第5　 ●大空町第23　 ●大空町第26　 ●大空町第28　 ●大空町第32　 ●大空町第38　 ●大空町第43　 ●大空町第34　 ●大空町第27　●大空町第22
●大空町第36　●大空町第16　●大空町第1　●大空町第2　●大空町第三みんなの会　●大空町第7　●南の森暁　●帯広の森　●空港第一　●南の森西七　●東別府
●拓進　●帯広刑務所宿舎　●ほのぼの　●みなみ野中央　●みなみ野北　●緑陽高校南　●みなみ野緑親　●川西　●北川西　●下川西　●中川西　●新川西　●西豊西
●本豊西　●別府　●中別府　●西富士　●東富士　●南富士　●南基松　●北基松　●西美栄　●東美栄　●中清川　●清川　●東清川　●太平　●戸蔦　●北上帯広
●南上帯広　●北広野　●南広野　●広野市街　●北八千代　●八千代　●拓成　●上清川　●愛国　●愛国南　●北愛国　●桜木町東　●昭和町東　●昭和町越前
●昭和町親幸　●大正町加賀　●大正町幸一　●大正本町第一　●大正本町第二　●大正本町第三　●大正本町第四　●幸福　●種苗管理センター十勝農場　●以平東
●以平第二　●以平第三　●大和　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※順不同
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社協だより発行費用の一部に「共同募金」の助成金をあてています。　◆社会福祉法人帯広市社会福祉協議会（帯広市公園東町3丁目9番地1　TEL21-2414)

●個人　12名　●帯広市水上安全法赤十字奉仕団　●帯広くるみクラブ　●一般社団法人ゆうゆう学舎

平成24年12月～平成25年5月末日までの実績で敬称は省略させていただきました。
個人情報保護の観点からご了承いただいた人以外の個人名の記載は控えさせていただきます。

●藤寿会　●檜の会　●社団法人茶道裏千家淡交会帯広支部十勝青年部　●㈱帯広緑化振興公社　●十勝ダンススポーツ協会　●友愛チャリティショー実行委員会
●医療法人社団高木皮膚科診療所　●帯広市役所運転手会　●帯広ダンスクラブ　●帯広仏教連合会　●ボーイスカウト帯広第 7団　●十勝民謡友の会連合会
●NPO法人日本入れ歯リサイクル協会　●チャーチル会帯広　●北海道連合十勝帯広支部大和講御詠歌　●大正ふれあいまつり実行委員会　●平井音楽事務所
●帯広市わかば会　●全日本グループ男塾　●藤芳会　●個人８名　

ご協力ありがとうございました
社協会員　新規入会者

愛情銀行金銭預託

愛情銀行物品預託

高齢者に関する相談を受けています
地域包括支援センターからのお知らせ

問い合わせ：地域包括支援センター　21-3292

問い合わせ：在宅福祉課　21-2677

 問い合わせ・相談：総務課　21-2414

 問い合わせ：総務課　21-2414

　本事業は、在宅で生活している人（予定の人）の中で、高齢や
障がいにより日常生活の判断に不安がある人を対象に、福祉サー
ビス利用の手続きや、生活費の管理、年金証書などの大切な書類
の預かりをお手伝いしています。

　まずは、本会までご相談ください。ご本人以外でもご家族や民
生委員、その他関係機関などを通じてのお問い合わせ、相談もお
受けします。

＜サービスのしくみ＞

ご本人 社協

生活支援員

ご家族
関係機関など

①相談
②面談・調査
③生活支援計画・契約

⑤サービスの提供

①相談

④連絡

■会員入会のお願い■■会員入会のお願い■■会員入会のお願い■■会員入会のお願い■■会員入会のお願い■■会員入会のお願い■ ●●●登録ホームヘルパー登録ホームヘルパー登録ホームヘルパー（パート）（パート）（パート）を募集していますを募集していますを募集しています●●●●●●

●個人会員 (年会費 )　　1口 500 円
●団体会員 (年会費 )　　1口 1,000 円
●法人会員 (年会費 )　　1口 5,000 円

会員区分

　地域包括支援センターは、高齢者が住みなれた地域で安心して暮らせるよう、
高齢者やその家族に対し、総合的な相談・支援を行う機関です。
　介護予防についての相談・介護サービスに関する相
談・成年後見制度や高齢者虐待に関する相談などを受
けています。

25年度から
　地域との連携を深めるためにコーディネーターが1名配置になりました。民生
委員・町内会やボランティア、医療機関などと連携を図り、地域における問題を
解決していきます。また、ひとり暮らし高齢者相談員も配置になり、ひとり暮ら
しに関わる相談を受けています。そのほか、家族介護者リフレッシュ事業も地域
包括支援センターが担当します。

たとえば…「最近、家族が物忘れが多くなった。どうしたらいいの。」
　　　　　「介護サービスを使いたいが、手続きの仕方がわからない。」
　　　　　「町内のひとり暮らしの人が心配…。」など。

　また、介護予防に関すること・介護保険制度について・認知症サポー
ター養成講座など、ご依頼があれば情報提供や講演会を開催します。
お気軽にご相談ください。

相談は
無料です

　本会の会員による会費は、地域福祉の増進を図るうえで、その運営を支えるた

めの貴重な財源となり、地域交流サロンや小地域ネットワーク活動（町内会が行

う福祉活動・出前講座）への助成など、皆様のより身近なところで地域福祉の充

実に活用されています。

　今年度も個人・団体・法人などの皆様に会員として社協をご支援くださいます

よう、会員の入会をお願いします。

　なお、期間は 1年間 (4 月～翌年 3月 ) となっています。年度ごとの更新とな

りますので、会員になられた皆様には毎年６月下旬から７月にご案内いたします。

　社会福祉協議会では、介護保険法・障害者自立支援法にもとづくホームヘルパー
の派遣のほか、地域支援事業による移動支援（外出の支援）を行なっています。
登録ホームヘルパーを希望される人は、お気軽にお問い合わせください。

募集人員　　　若干名
資　　格　　　ホームヘルパー（訪問介護員）2級以上
営 業 日　　　日曜日～土曜日
営業時間　　　午前7時～午後8時
勤務日 ･時間　勤務できる曜日・時間帯で稼働していただきますので
　　　　　　　ご相談ください。
　　　　　　　※月20時間以上勤務可能な人を希望します。
賃 金 等　　　時給1,030円以上（土曜・日曜・祝日・早朝・夜間は
　　　　　　　各250円 /ｈ割増加算あり）勤務に伴う移動経費の支給
選考方法　　　書類選考及び面接

募
　
集
　
要
　
件

●大和二町内会 (リングプル )　●寿エコフレンズ (リングプル )　●北親ふれあいサロン (リングプル )　●東あいあいサロン (リングプル )
●帯広市保護課・障害福祉課・水道料金課・十勝環境複合事務組合 (くりりんセンター )・こども課 (使用済み切手 )　●広西親和会 (リングプル・使用済み切手 )
●エコエコエコさん (リングプル )　●西10号ふれあいサロン (リングプル )　● JR帯広駅 ( 使用済み切手 )　●帯広緑陽高校ボランティア委員会 (リングプル )
●ふれあいつつじサロン(リングプル)　●豊栄老人クラブ(リングプル)　●柏林ハッピーサロン(リングプル・使用済み切手)　●啓西にこにこサロン(リングプル)
●あかりデイサービス (リングプル・使用済み切手 )　●設備テック西尾 (使用済み切手 )　●やまびこ緑寿会 (使用済み切手 )　●帯広市わかば会 (使用済み切手 )
●ワークセンターはまなす (リングプル )　●お茶の間わいわいくらぶ (リングプル )　●明治安田生命帯広営業所 (リングプル・使用済み切手 )
●個人（リングプル）６名　●個人 (使用済み切手 )４名


