
■1 ■ No.144

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9月1日発行

No.144

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/

地
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問い合わせ：地域福祉課　21-2414

　ボランティアモデル校指定事業では、帯広市内の小・中・高等学校が取り組む
ボランティア活動にかかる費用の一部を２年間に亘り補助し、各学校におけるボ
ランティア活動を支援しています。
　今年度は小学校５校、中学校６校、高等学校３校への助成を行っていますが、

その中から、緑丘小学校と南町中学校の活動の様子をご紹介いたします。

H24～ 25年度　指定校 H25～ 26年度　指定校
緑丘小学校 帯広第一中学校 帯広南商業高等学校 帯広小学校 南町中学校 帯広農業高等学校
川西小学校 帯広第八中学校 柏小学校 緑園中学校 帯広柏葉高等学校
広野小学校 大空中学校 帯広第二中学校

今年度ボランティアモデル指定校一覧

ボランティアモデルボランティアモデルボランティアモデルボランティアモデルボランティアモデルボランティアモデルボランティアモデルボランティアモデルボランティアモデルボランティアモデル
指定校のご紹介指定校のご紹介指定校のご紹介指定校のご紹介指定校のご紹介

校区内外の清掃
　５月 10日（金）の遠足に併せて行いました。遠足を楽しむと同時に、目的地までの道路や、目的地の
公園などの清掃活動を行い、ボランティア活動を実施しました。また、翌日 11日（土）には、児童 ･保
護者 ･教員総勢約 130名が集まり、春の環境整備作業を行いました。「ガラス拭き」「花壇や教材園の整地」
「芝生の石拾い」など、子どもたちも積極的に行いました。
　きれいな環境の中で、子どもたちの心が美しく育っていくことでしょう。
ウツベツ川の観察と清掃活動
　毎年、４年生の理科及び総合的な学習の時間の一環で、近くを流れるウツベツ川の清掃活動を行います。
今年は、７月に実施しました。
　パックテストを用いて水質検査をしたり、ウチダザリガニなどの水生生物を実際に採取し生態系につい
て学んだりすることで、自分が暮らす地域の川を身近に感じるとともに、川が想像以上に汚れていること
を目の当たりにしました。また地域の環境を整える清掃活動の心が自然に育まれていきました。
学習とボランティア
　４年生の川の清掃活動のほか、他の学年においても学習とボランティア活動をうまく融合させて
活動を深めています。３年生は緑ヶ丘公園の植生について学びながら清掃活動を、５年生は環境に
ついての学習の中で割りばしリサイクルを地域に呼びかける活動を行う予定です。

＊学校内外でのボランティア活動を通し、他人を思いやる優しさや、児童一人一人が地域の一員であることに
自覚を持つことの大切さを体験してほしいと、先生方は願っているようです。

緑丘小学校 昨年度より指定が始まり、環境ボランティアを中心に活動をしています。

地域クリーン遠足
　毎年５月に実施しており、今年は５月 13日（月）に行いました。各学級ごとにそれぞれ公園を巡り、
清掃作業をしながら目的地へと向かいます。生徒からは「きれいになって気持ちよかった」「ゴミを散ら
かさないように気を付けたい」という声が上がっています。
ふれあいデー
　過去 10年以上に亘り続いている、他学年交流を中心とした活動です。生徒会が企画運営を手掛け、生
徒主体での活動となっており、今年は７月 24日（水）に行われました。
　「保育所 ･施設訪問」「公園清掃」「校舎内清掃」「エコキャップの分別」「雑巾縫い」「木工」などのグルー
プに各学年均等にわかれ、できるだけ他の学年との交流を深めながら、ボランティアに関わりました。
　“ふれあいデー”は、ボランティアを実践することだけを念頭に置いているのではなく、この活動を通
すことで、いじめや非行防止の願いをこめた“KOE”（K: 絆　O: 思いやり　E: 笑顔）を育むことも目標
にしています。
学校版ＩＳＯ
　環境常任委員会を中心に、日頃から、「節水」「節電」「省資源」に努めています。また、エコキャッ
プやリングプルの収集も行っており、目標に対しての達成度を通信に掲載し、各学級に協力を呼び
かけるなどしています。

＊生徒たちが主体となって様々な活動に積極的に取り組んでいますが、南町中学校の教育目標である「最大の
自己実現・最大の社会参加」の実現のため、先生方は“今後も今まで以上に地域と連携を深めてほしい”“思
いやりと豊かな心を育んでほしい”と願いながら生徒たちを見守っているようです。

南町中学校 「私たちにできるボランティアの実践」を目標に、生徒会を中心としてボランティア活動に
取り組んでいます。
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広げようボランティアの輪
セ　カ　シ　ンVOL.37

小地域ネットワーク活動推進事業のご案内

●町内会の具体的な活動とは…
日々の暮らしの中で「困ったなぁ ･･･」と感じることはありませんか？
例えば、「ひとり暮らしだから話し相手がほしいなぁ」「子育て仲間がほしいなぁ」「み
んなで集まれる場所があったらなぁ」･･･ など子どもからお年寄りまで地域で暮らす私
たちが、「本当にやさしい福祉の町づくり」を目指す活動です。

　私達太鼓グループ「セカシン」は、天
てん

父
ぶ

報
ほうおん

恩鼓
こ

北海道協議会に所
属しています。
　「天の恩に報いる太鼓」として、親孝行の心情を学びながら、イベ
ントや慰問を通して、愛と喜びを伝えたいと活動しています。
　沖縄のエイサー太鼓を使って「よさこいソーラン」「ロック」「沖
縄の曲」など10曲以上のレパートリーを持っています。
　涙を流して喜んで下さる慰問先の人々に私達も感動し、逆に励ま
されることも多く、奉仕活動の素晴しさを感じています。
　皆さんにお会いできる日を楽しみに練習に励んでいます。

代表　　山本 良弘　

　７月６日(土) ～７日(日)の２日間、『伝えたい！新たな世代へメロ
ンの街から～』をテーマにボランティア愛ランド北海道2013inゆう
ばりが開催され、帯広市からは、ボラン
ティア活動実践者の16名が参加しました。
　分科会は、ボランティア活動、サロン
支援に活かせる道具いらずのレクリエー
ション実践～笑顔満開！レクリエーショ
ンでコミュニケーション～など13の分科
会があり、今後の帯広でのボランティア活動に活かすことが出来る
よう、各分科会に参加しました。

　また、鈴木直道夕張市長の記念講演
では、財政破綻となった全国唯一の財
政再生団体として、少子・高齢化が進
み、人口の減少と日本の未来の姿であ
る夕張市の取組みや人・地域・行政と
の繋がりに感動し、今後のボランティ
アの取り組み方、若手の育成などの課

題やその解決に向けた取り組みをこの機会に学び、今後に活かした
いとの声がありました。

　世帯の生計中心者が交通事故・労働災害・天災等の災害により
死亡または重度の障がい者になった場合、児童の養育を引き継が
れた人に扶養手当・修学費を支給しています。
◆支給の概要
・扶養手当　児童一人につき   月額　1,500円（義務教育終了まで）
・修 学 費　児童一人につき   月額　3,000円（公立の高等学校）
　　　　　　　　　　　　　  月額　5,000円（私立の高等学校）
・入学祝金（小学校入学時） 8,000円／卒業祝金（高校卒業時）8,000円

　福祉の職場で働くことを希望される人と、人材を必要とする福祉職場をつな
ぐため、紹介・あっせんを無料で行っています。ご登録のうえ、ぜひご活用く
ださい。
　また、就職希望の有無にかかわらず、福祉の資格に関するご質問・ご相談に
応じます。

※支給を受けるためには、扶養者からの申請が必要です。
　詳しくは、下記にお問い合わせください。

◎助成金の交付内容
①年間指定：2年間本事業を展開する単位町内会対象。
　　　　　　単年度 1万円以上 5万円以内。
②事業指定：1団体年間 1事業のみ。連合町内会・単位町

内会・自治会対象。2万 5千円以内。
③出前講座：会場費、資料代等の助成。連合町内会・単位

町内会・自治会対象。5千円以内。
※ただし、事業内容によっては助成対象にならないことがあります。

災害遺児の支援をしています福祉のお仕事探しませんか？

◆申請に必要な書類
・住民票・死亡診断書・交通事故証明書（交通災害の場合）・
労働災害の認定が確認できる書類（労働災害の場合）・在
学証明書（高校生のみ）　など

　求職登録及び求人登録は、ハローワー
ク内では行えませんので希望される場合
は、帯広市福祉人材バンク（公園東町３
丁目９－１　社会福祉協議会）までお越
しください。

＊出張相談開催中!!
場所：ハローワーク帯広２階
　　　（西５条南５丁目２）
日時：毎月第2・第4水曜日
　　　　13:00 ～ 16:00

問い合わせ：総務課　21-2414

問い合わせ：地域福祉課　21-2414

問い合わせ：帯広市福祉人材バンク 　27-2525

問い合わせ：ボランティアセンター 　21-2454

帯広市福祉人材バンクがお手伝いします。

福祉の職場で
働きたい人

人材を求める
福祉の職場

ボランティア愛ランド北海道
2013inゆうばりに参加しました

　小地域ネットワーク活動推進事業とは、町内会などの小さな地域内で何らかの支援を要する人達への福祉活動 (見守り・声掛け・
除雪など )を行う町内会（単位・連合・自治会）の事業のことです。
　社会福祉協議会では、町内会で取り組む福祉活動事業費の一部助成を行っていて、随時受け付けています。

問い合わせ：地域福祉課　21-2414

＊啓発活動＊
♪福祉便りの発行
♪住民福祉懇談会

＊訪問活動＊
♪ひとり暮らしの人・高齢者世帯・
障がい者世帯などへの声掛け訪問
♪カーテンの開閉、電気の点灯・
消灯の有無、新聞・郵便物の取り
込み状況などによる安否確認＊地域組織化活動＊

♪福祉カードを作成し、必
要な援護内容を把握します
♪緊急時の連絡網を作成し
助け合いの組織づくり

＊講習会・研修会事業＊
♪介護講習会などの開催
♪独居老人や高齢者世帯への 
健康相談や料理教室の開催

＊交流事業＊
♪茶話会     
♪高齢者と子どもの
交流会（世代間交流）

町内会の住民同士の支えあいの仕組みとして…

＊出前講座メニュー＊
♪高齢者体験等擬似体験講座
♪身体障がい者（片マヒ）体験
♪視覚障がい者体験
♪車いす体験  ♪ふまねっと体験　など
※講座の具体的な内容については直接お問い合わせください。

お気軽に
ご相談く

ださい！
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共同募金運動にご協力ありがとうございました

………………… 帯 広 市 と 道 内 主 要 都 市（ 人 口 1 0 万 人 以 上 ）の 比 較 …………………
　毎年10月から始まる赤い羽根共同募金運動ですが、帯広市と道内主要都市の平成24年度実績の比較を掲載します。
　帯広市の状況として、赤い羽根と歳末たすけあいを合わせた1世帯当たりの募金平均額は197円となり、道内でも政令指定都市の札幌市を除
くと、旭川市、函館市に次いでの実績となっていますが、赤い羽根では1世帯当たりの募金平均額は119円と道内でも低い水準となっています。

帯広市 札幌市 函館市 旭川市 苫小牧市 小樽市 釧路市 北見市 江別市

赤い羽根
実績額 9,704,253 106,186,439 22,179,353 23,386,789 13,797,830 13,807,606 18,195,096 12,445,119 9,837,333 
世帯平均額 119 110 156 135 167 206 195 207 184 

(単位 ： 円)

道内主要都市 (人口 10万人以上 )と帯広市の比較

ご協力
ありがとう
ございました。

◆平成２４年度共同募金にご協力頂いた企業◆
募金額10万円以上  ●帯広ヤクルト販売㈱　　●東光舗道㈱　　●㈱平和園　　●ハラデンキ㈱　　募金額５万円以上  ●医療法人社団刀圭会  協立病院

募金額２万円以上  ●帯広生命保険協会　　 ●医療法人社団高木皮膚科診療所　　 ●日昇車輛㈱　　 ●帯広大正農業協同組合　　 ●㈱柳月　　 ●帯広地方卸売市場㈱

●帯広空港ターミナルビル㈱　   募金額１万円以上  ●浅岡工業㈱　   ●㈱帯広公益社　   ●帯広スズキ㈱　   ●帯広トヨペット㈱　   ●帯広ビル管理㈱　   ●㈱興和商事

●酒井歯科医院　　 ●勝栄興業㈱　　 ●十勝信用組合　　 ●トヨタカローラ帯広㈱　　 ●東北海道いすゞ自動車㈱　　 ●北日本ビル㈱　　 ●栗田会計総合センター㈱

●第一生命保険㈱帯広支社　●山田設備工業㈱　●キヤノンシステムアンドサポート㈱　●㈱創進  保険調剤アップルファーマシー　●㈱武田鉄工所　●㈲西田晃芳商店

●森末整形外科医院   ●医療法人社団宝来中央歯科  タウン歯科   ●十勝硝子㈱   ●宮坂建設工業㈱   ●㈱イノタニ   ●㈱エヌシーおびひろ   ●帯広エルピーガス協同組合

●木村石炭　●医療法人社団横山内科クリニック　●帯広建設業協会　●栗林建設㈱　●松浦ポンプ工業所　●弘栄建設㈱　●アラヤ総合設計㈱　●星板金工業所

●東洋通工㈱　●ＮＰＯ法人尚之基金　●医療法人大野内科医院　●日東電気工業㈱　●飯沼建設㈱　●西江建設㈱　●北王コンサルタント㈱　●拓北電業㈱帯広支店

●㈱帯広緑化振興公社　●医療法人社団むらこし内科医院　●道東鉄工㈱　●㈱十勝陸運　●㈲山田鉄工　●髙堂建設㈱　●税理士法人竹川会計事務所　●東和工研㈱

●㈱半田美装帯広支店　　●㈱有賀さく泉工業　　●㈳帯広市医師会　　●医療法人社団慶愛  慶愛病院　　●中井会計事務所　　●㈲パーソン　　●㈱ザ本屋さん

●医療法人社団杏和会  おびひろ呼吸器科内科病院　　●㈱伊豆倉組　　●萩原建設工業㈱　　●佐々木建設㈱　　●㈱松田会計事務所　　●フジ防災㈱　  ●西岡建設㈱

●合資会社田端農機具製作所　 ●帯広建築工業協同組合　 ●㈳十勝地区トラック協会　 ●東北海道日野自動車㈱　 ●細川製餡㈱　 ●㈱奥原商会　 ●トカチックス㈱

●フジ暖房工業㈱　　●㈲ユニオン北海道　　●㈱土谷特殊農機具製作所　　●北海電気工事㈱帯広支店　　●帯広工業団地協同組合　　●磯部鉄建㈱　　●大和雑穀㈱

●㈱ウィンクリン　●荏原環境プラント㈱北海道支店　●河井ローダー建設㈱　●㈱ケイセイ運輸　●コマツ道東㈱　●富士金網製造㈱　●北海道道路整備㈱　●㈱岩佐

●医療法人社団博仁会  大江病院　 ●㈱ダイイチ　 ●東勝物流㈱　 ●毎昭宅建㈱　 ●ダスキンオビヒロ㈱　 ●㈱丸勝　 ●三宝産業㈱　 ●キサキ糧穀㈱　 ●（福）慧誠会

募金額5千円以上  ●勇昇印刷㈲　●㈱帯広電子計算センター　●㈲ぱんちょう　●㈲美珍楼　●㈱日専連ジェミス　●帯広商工会議所　●㈲林製パン工場　●㈱梅屋

●㈱いちまる  ●㈱岡田設計帯広事務所  ●医療法人社団慎成会  森歯科医院  ●山口重機㈲  ●㈱ネクサス  ●（福）竜谷保育会  藤花保育園  ●宮田帯東㈱  ●㈱池田塗装工事

●㈲拓美印刷  ●（福）竜谷保育会  鉄南保育園  ●㈲帯広犬猫病院  ●グリーンパーク整形外科クリニック  ●神興業㈱  ●㈱千葉工務店  ●サニーサイド㈱  ●㈲太野電設

●北洋道路㈱　 ●㈲渋谷設備工業　 ●㈱北海塗装工業　 ●（福）弥生福祉会  こでまり保育園　 ●㈱共成レンテム　 ●㈲野村会計事務所　 ●医療法人愛正会  髙橋歯科医院

●高橋まんじゅう屋　●㈳十勝釧路管内さけます増殖事業協会　●㈲青田企画巧芸　●昭和プリント㈱　●北海道土木コンサルタント協同組合　●帯広ユニフォーム㈱

●㈱ケイセイ　  ●㈱奉商　  ●萩原物産㈱　  ●㈱成井　  ●㈱川崎米穀　  ● （福）竜谷保育会  さくら保育園　  ●帯広塗装工業協同組合　  ●㈱環境テクノス帯広支店

●㈳帯広地方自家用自動車協会  ●㈲三協美研  ●北洋凸版印刷㈱  ●㈱福原  ●㈲セブンオート坪坂  ●㈱日協運輸  ●㈱トコロ自動車販売  ●有楽町  ●佐々木畜産㈱

●㈲らむ亭　　●㈲工藤農機　　●㈲牧野燃料　　●ノブタ農機㈱　　　募金額5千円未満  ●牧野水産㈱　　●㈱マツダ樹生園　　●㈲松永塗工店　　●東洋印刷㈱

●㈱安井測量設計事務所  ●広瀬高周波工業㈱  ●㈲国枝洋服店  ●徳井建設工業㈱  ●㈱創造設計舎  ●東洋農機㈱  ●池田建設工業㈱  ●朝鮮会館  ●㈱オフィス近藤

●医療法人社団進藤医院　 ●丸果帯広中央青果㈱　 ●四国物産㈱帯広支店　 ●㈲印刷オート帯広　 ●帯広ガス㈱　 ●㈱北炭総業　 ●㈱日本ビル建装　 ●相互電業㈱

●（福）竜谷保育会  児童保育センター　●サンケン商事㈲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※順不同

◆平成２４年度共同募金箱設置にご協力頂いた店舗・企業◆
●医療法人進和会  西2条腎泌尿器科病院  ●（福）真宗協会  帯広光南病院  ●Café Green  ●CALIFORNIA HARVEST  ●㈱アインファーマシーズ　アイン薬局帯広大通店

●味の一丁目　●㈱創進　保険調剤アップルファーマシー　●アメニティ帯広　●イオン帯広店　●いしかわ歯科　●いしはら薬局　●イナガミ薬局  ●おおきストアー

●医療法人社団ぶどうの会   いのちの木クリニック    ●ウイング歯科クリニック    ●えび天    ●FM　WING   ●おおたき歯科   ●オートバックス帯広店　 ●帯広温泉

●お茶の間わいわいくらぶ　 ●帯広市川西農業協同組合　 ●帯広市つくし会(動物園)　 ●帯広大正農業協同組合　 ●医療法人社団杏和会　おびひろ呼吸器科内科病院

●カフェテラス　みすず　●公衆浴場　光南温泉　●㈲こばと薬局　●じだい屋　●医療法人社団しばた整形外科クリニック  ●写真工房  ●出張美容サービス  VESS

●シルバーシティ十勝おびひろ　●真如苑とかち支部　●セイコーマート帯広西21条　●セイコーマート弥生新通店　●セイコーマート栄通店　●道東カメラサービス

●医療法人社団センチネルクリニック大腸肛門病センター　  ●そうび苑　  ●高橋まんじゅう屋　  ●たぬきの里　  ●ツルハドラッグ（稲田店・緑西店・帯広白樺店・

みなみ野店・帯広東4条店・帯広西店・弥生店・帯広ニュータウン店・帯広南町店・帯広南店・帯広北店・帯広西12条店・西18条店）　　●道東電機㈱　　●トキ美容室

●なりた歯科医院　●日本調剤帯広薬局　●ニュータウンののむら　●にれの木　●ネッツトヨタ帯広㈱ウエストワード店　●のえこども歯科　●のらくろ　●ひいらぎ

●パルス薬局帯広店　 ●はんがい耳鼻咽喉科クリニック　 ●ピクニック　 ●美容室ボーイラブズガール　 ●ヒロ・ハヤシ歯科　 ●フクハラ（中央店・いっきゅう店・

西18条店・西15条店・西12条店・西帯広店・大空店・自由が丘店・長崎屋店・西5条店・弥生店）　 ●ふじもり　 ●ホテルパコ帯広　 ●ホテル日航ノースランド帯広

●ホンダカーズ帯広西21条店　●ますやパン　●㈱まつもと薬局（本店・南町店）　●ミスタータイヤマン帯広店　●医療法人社団むらこし内科医院　●よねざわ歯科

●モーターショップカミシマ　●理容のディスカウントいいとも　●わたなべビル歯科医院　●ワタナベ薬局　●医療法人社団慶愛　慶愛病院　●山川耳鼻咽喉科医院

●医療法人社団高木皮膚科診療所　●医療法人社団河野外科医院　●医療法人社団博愛会　開西病院　●㈱いちまる（セイリョー店・キャロット店・イーストモール店・

アイモール店・西帯店・パーク店・フードプライス店・プラザ店・リバティー店・わかば店）　●㈱スポーツハウス帯広営業所　●㈱ナカジマ薬局（協会病院前店・柏林台店・

西17条店・西23条店・西25条店）　●㈱マテック　●㈱マリエッタ　●㈱朝日　●医療法人社団刀圭会   協立病院　●吟寿し　●恵愛歯科クリニック 　●酒井歯科医院

●後藤カイロプラクティック　●医療法人愛正会   髙橋歯科医院　●医療法人啓和会   黒澤病院　●医療法人社団佐々木歯科医院　●山田機械工業㈱　●千葉石材㈲

●市之川歯科矯正クリニック　●十勝いたみのクリニック　●医療法人社団竹楼会　小関内科　●小口歯科医院　●医療法人社団上徳整形外科医院　●食事処志乃

●医療法人社団新井病院　●森末整形外科医院　●医療法人社団西田内科医院　●帯広市（社会課・水道部料金課・川西支所・大正支所・総合案内・秘書課・売店・

百年記念館）　●帯広高等看護学院　●帯広８条センター　●公益財団法人北海道医療団　帯広第一病院　●大丸薬局　●医療法人社団博仁会　大江病院　●舞衣髪

●医療法人大野内科医院　●北海道ホテル　●（福）北海道社会事業協会帯広病院　●北海道電力㈱帯広支店　●社会医療法人北斗　北斗クリニック　●牧野歯科医院

●医療法人社団堀整形外科　●有田歯科　●㈲タカセ　●㈲フォー・ユウ調剤薬局　●㈲プリネーム　●養護老人ホーム普仁園　●緑西加藤薬局　　　　　  ※順不同



ご協力ありがとうございました
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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)

～快適な環境づくり～

代表取締役　村  上  三  男
〒080-2460
帯広市西20条北２丁目28番地21
ＴＥＬ（0155）3 4 － 4 8 4 6
ＦＡＸ（0155）3 4 － 8 4 2 0

技術と信頼で
情報化社会に奉仕する

通信設備・防災設備　設計　施工　保守

http://www.toyotsuko.co.jp
〒080-0025 帯広市西15条南10丁目１

TEL 0155-34-3906　FAX 0155-34-6699

●ワークフロア清柳　●個人　27名

平成25年6月～7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。

●帯広建設業協会　●十勝民謡連盟　●㈱帯広公益社
●十勝ダンススポーツ協会　●十勝民舞協会　●個人１名

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

帯広市家族介護者リフレッシュ事業のご案内事業主の都合により離職された人を事業主の都合により離職された人を事業主の都合により離職された人を事業主の都合により離職された人を事業主の都合により離職された人を
対象とした生活資金貸付制度のご案内対象とした生活資金貸付制度のご案内対象とした生活資金貸付制度のご案内対象とした生活資金貸付制度のご案内対象とした生活資金貸付制度のご案内

地域包括支援センターからのお知らせ

申込・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・帯広市商工観光部 工業労政課 労政係 65-4168

 問い合わせ：総務課　21-2414

　企業の倒産による解雇など事業主の都合により離職された帯広
市在住者を対象に、当面の生活費用として資金を貸し付けます。

貸付限度額 ・・・ １５０,０００円以内
返 済 方 法・・・ １２ヵ月以内
                  　　最大８回までの月賦方法
　　　　　　　　（最大返済猶予４ヵ月）
連帯保証人・・・１人
受 付 期 間・・・平成２５年４月１日（月）～
　　　　　　　　８：４５～１７：３０
　　　　　　　　（土・日曜日、祝日を除く）

詳細は、下記までお問い合わせください。

■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■■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）（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

　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。

　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

●きばらしサロン(リングプル) 　●豊栄老人クラブ (リングプル) 　●お茶の間わいわいくらぶ(リングプル) 　●北親ふれあいサロン(リングプル) 
●西11号つくし町内会(リングプル) 　●帯広さくらライオンズクラブ(使用済み切手) 　●帯広時計貴金属眼鏡商組合(壁掛け時計) 
●学習サークルハルニレの会(使用済み切手・４月受領分)　●帯広市保護課・障害福祉課(使用済み切手)
●西10号ふれあいサロン（リングプル・使用済み切手）　●個人(使用済み切手)３名　●個人(リングプル)２名

貸付の概要

●日帰り温泉
参加対象：市内在住の６５歳以上の要支援１・２、

要介護１～５の高齢者を在宅で介護し
ている家族（帯広市民）。同居家族でな
くても参加可。

日　　時：平成２５年１０月２４日（木）１０：００～１５：３０
場 所：十勝川温泉　第一ホテル
参加定員：１５名（前年度参加していない人が優先）
参 加 費：無料
集合場所：帯広市役所（西５条南７丁目）

※市内のその他３か所の地域包括支援センター (至心寮・愛仁園・けいせい苑)で
も、それぞれ別日程でリフレッシュ事業（日帰り温泉）を実施します。ご希望
の地域包括支援センターへの申し込みが可能です。

帯広時計貴金属眼鏡商組合様より
壁掛け時計の贈呈

帯広建設業協会様より
交通等災害遺児福祉基金へ指定預託

　今年度、地域包括支援センターでは、帯広市の委託を受けて「家族
介護者リフレッシュ事業」を行います。高齢者を在宅で介護している
ご家族の労をねぎらうため、介護から一時的に離れて気分転換するこ
とや自宅で介護しているご家族の情報交換や交流を通じて、介護者自
身の心身の元気回復を目的としています。


