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地
ま ち

域のとびら

団体名 事業・購入品目 助成額（円）
（社）ふれあいデジタル工房 車両購入事業　キャラバンチェアキャブ 2,880,000

（NPO）とかち共同作業所 製袋用台車の増設 300,000
業務用冷蔵庫の更新 140,000

帯広市社会福祉協議会

広報紙「社協だより」発行等広報活動事業 1,076,688
独居高齢者いきいき交流会等事業 570,000
ボランティア活動推進事業 1,007,000
地域福祉推進事業 800,000
生活困難世帯見舞金 1,629,000

北海道民生委員児童委員連盟帯広支部 民生委員児童委員地域福祉活動推進事業 150,000
帯広市女性保護の会 総合福祉・社会参加事業 30,000
帯広グルッペ手話の会 体験研修・会員研修・研修講習会事業 70,000

帯広手話サークル「手と手」 研修・研修会参加事業 80,000
大正地区ノーマライゼーション推進委員会 大正地区ノーマライゼーション推進事業 50,000

十勝地区里親会 里親激励のつどい（里親研修事業） 10,000
帯広心身障害者（児）育成会 帯広市福祉大運動会・育成会だより発行事業 80,000

（社団）帯広身体障害者福祉協会 障がい者スポーツ大会参加事業 ･身障者福祉大会参加事業 200,000
心身障がい児（者）作品展示即売会運営委員会 心身障がい児（者）作品展示即売会 50,000

十勝自閉症児親の会 体験学習 30,000
帯広地区ことばを育てる親の会 講演会事業 25,000

（NPO）帯広市手をつなぐ育成会　とつた共同作業所 生活支援事業（脱穀機の購入） 40,000
帯広地区保護司会 児童・青少年関係事業 50,000

食と健康支援ネットワーク 食と健康支援ネットワーク事業 50,000

ご理解・ご協力をお願いいたします
～一人ひとりのやさしい気持ちが地域の福祉を支えています～

実施期間　　平成２５年１０月１日～１２月３１日

　今年で67回目を迎える共同募金運動は厚生労働大臣の告示により、全国一斉に行なわれます。共同募金は「地域福祉の推進」を目的とし、
福祉のまちづくりを進める活動を応援しています。各種福祉施設やボランティア団体をはじめとし、民間の福祉活動を財政面から広く支
援するために募金運動を展開しています。また、災害時の「災害ボランティアセンター」の設置や運営など被災地支援にも役立てられます。

一人ひとりの思いやりがこれらの福祉活動を支えています。赤い羽根共同募金に今年もご協力をよろしくお願い申し上げます。

今年も福祉のまちづくりを推進するために共同募金運動を実施しています。

協力していただいた募金は・・・

●福祉団体等が地域福祉向上のために実施する事業。

●ハンディキャップをもつ人たちとその家族などで組織される福祉団体への活

　動事業。

●ボランティア団体が活動を推進するための事業。

●社会福祉協議会が実施する各種地域福祉事業等に活用させていただきます。

募金の使われ方
街 頭 募 金･･･PRを兼ねて中心市街地・郊外大型店舗で募金を呼びかけ

ました。
 (10月1日・2日・4日・5日・6日・8日・12日・13日）
町内会募金･･･町内会に取り組みを依頼し、広く地域に募金を呼びかけ

ます。
法 人 募 金･･･企業などに募金を呼びかけます。
職 域 募 金･･･さまざまな職場内で募金協力を呼び掛けます。
店 舗 募 金･･･商店や医療機関などに募金箱を設置しています。
その他の募金･･･チャリティー・各種イベント・篤志家等による募金

募　金　方　法

平成24年度の募金による助成結果

問い合わせ：帯広市共同募金委員会（担当：総務課）　21-2414

昨年の緑園中学校生徒による街頭募金
「一般社団法人　ふれあいデジタル工房ワークサポートふれあい」

車両購入費として助成

10月1日から共同募金運動が始まりました！10月1日から共同募金運動が始まりました！



■2 ■No.145

　本年度第２回目の「いきいき交流会」を右表の日程で開催しますので、
都合のよい日（１日のみ）にご参加ください。
　午前10時からお話交流やゲーム、レクリエーションなどをお楽しみいた
だいたあと、昼食もご用意しています。

※なお、この事業は赤い羽根共同募金の助成を受けて実施しています。

　９月８日（日）に、社会福祉協議会と帯広ボランティ

ア連絡協議会が、地域福祉事業やボランティア団体の

活動紹介を通じて地域福祉活動に対する関心を持って

いただき、地域福祉の向上を目指すことを目的に『社

協フェスタ＆わいわいタウン帯広2013』が帯広市グ

リーンプラザで開催され、お子さんからお年寄りまで

多くの市民でにぎわいました。

　この日は、社会福祉事業功労者の表彰や東日本
大震災復興支援を目的として岩手県宮古市社会福
祉協議会様のご協力をいただき、この未曾有の大
震災を風化させないために「あの日を忘れない」をテー

マにした写真展や物産店の開催、ボランティアモ
デル指定校として活動している小・中学校及び高
等学校の児童・生徒からの地域社会の一員としてお互

いに支えあう地域づくりを学ぶための取組みについ
ての実践発表など、人との絆について考えるキッカ
ケとなるよう開催しました。

　また、地域交流サロンや手話体験室、AEDを
用いた心肺蘇生法などの体験コーナー、共同募金
など多くの市民の人たちに参加・協力を

いただきました。

日　　程 会　　場 住　　所

11月 1日 (金) 啓北コミセン 西 13北 2

11月 6日 (水) 西帯広コミセン 西 23南 2

11月 8日 (金) 緑西コミセン 西 17南 4

11月11日 (月) 東コミセン 東 7南 9

11月15日 (金) 大空会館 大空町 12

11月18日 (月) 南コミセン 西 10南 34

11月19日 (火) 生活館 柏林台東町

11月20日 (水) 鉄南コミセン 西 2南 24

11月26日 (火) 帯広市グリーンプラザ 公園東町３

11月29日 (金) 大正農業者トレーニングセンター 大正本町西1

～いきいき交流会日程表～

※市内に在住している65歳以上のひとり暮らしの人

参加対象になる人

問い合わせ：地域福祉課　21-2414

いきいき交流会が開催されます！ ご参加
ください！

「社協フェスタ＆わいわいタウン帯広2013」を開催しました！「社協フェスタ＆わいわいタウン帯広2013」を開催しました！

稲田小学校・緑丘小学校合唱部 社会福祉事業功労者表彰式

6月啓北コミセン会場6月緑西コミセン会場

緑丘小学校ジュニアブラスバンド ボランティアモデル校実践発表

写真展・物産展 地域交流サロン
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広げようボランティアの輪
十勝マジック愛好会VOL.38

　私たち十勝マジック愛好会は、平成５年に　「会員相互の親睦交流

と長寿社会の生きがいづくり」　を目的に設立し、老人保健施設等へ

の慰問、保育園（幼稚園）小学校、地域のコミュニテイ等でマジッ

クを行っています。平成19年にボランティア団体として市社会福祉

協議会に登録し、積極的に慰問活動をしています。

　皆さんにアッと驚く感動のマジックを披露しようと、月2回集まっ

て研鑽しております。

　行事、イベント等ございまし

たら、お気軽にお声掛けくださ

い。会員一同お待ちしています。

会　長　根竹　　勉

事務局　中西　宣夫

問い合わせ：ボランティアセンター 　21-2454

　社会福祉協議会では低所得世帯を対象として、高校・大学等に進学
するための貸付を行っています。（北海道社会福祉協議会の受託事業）
　貸付にあたっては一定の条件がありますので、詳しくは問い合わせ
ください。

　学校教育法に定める学校（高校・高専・短大・専修学校・大学）への
入学に際し必要な経費（入学金、制服等で学校指定により入学時に購入
するもの等。）

※貸付限度額   500,000円以内 
（◎２月末までに申し込みください。）

　高校・高専・短大・専修学校・大学に在学し修学するための必要な経費
（授業料、学校納入諸経費など。）

※貸付限度額（月額） 高校　35,000円以内
 高専・短大・専修学校　60,000円以内
 大学　65,000円以内

据置期間：卒業後６カ月以内
償還期間：貸付額に応じて最長20年以内(無利子)

① 他の公的貸付制度および銀行・信金等の貸付制度を優先して活用していただ
きます。（日本政策金融公庫・帯広市・母子寡婦福祉資金・日本学生支援機構等）

② 借受人は修学者ですが、世帯主も連帯借受人となります。
 （連帯保証人が必要になる場合もあります。）
③ 相談及び申込は社会福祉協議会が窓口となり、北海道社会福祉協議会で資金
使途や償還計画などの審査を行い決定されます。

④ 約束された期間に返済できなかった場合、年10.75％の延滞利子が加算され
ます。

⑤ 借入申込から償還完了まで、お住まいの地区担当民生委員が相談援助活動と
して関わります。

⑥ 高校進学に関して高校授業料無償化に伴い、必要と認められる金額以外は貸
付できません。

⑦ 借入申込から貸付決定まで時間を要します。借入希望者は早めにご相談くだ
さい。（２カ月ほどかかる場合があります。）

問い合わせ：総務課　21-2414

　社会福祉協議会では、民間社会福祉活動の促進を図るために地域福祉の向上が認められる事業に対して、共同募金委員会から
の助成金による助成事業を行います。今年度も26年度助成事業の申し込み受け付けを行います。

◇募 集 期 間 ：平成25年11月1日 ～ 12月28日

◆助成事業の実施期間：平成26年4月1日 ～ 平成27年3月31日

◆助成の対象となる事業

・障がい者や高齢者あるいは保健医療、更生保護の当事者やその家族により 
　構成される組織が、社会復帰や社会参加のために取り組む事業や　これら
　の支援事業
・市内全域や小地域で住民参加による福祉活動や地域福祉向上のための事業
・文化活動や環境美化活動、教育・子育てなどの幼児及び青少年の健全育成
　事業や健全な地域社会を構築するため住民参加により実施される事業
・災害時などの支援活動
・地域福祉との連携を含んだ国際的交流・支援事業
・その他、地域福祉の向上に効果があると認められる先駆的・開拓的事業

教育支援資金のご紹介教育支援資金のご紹介教育支援資金のご紹介教育支援資金のご紹介教育支援資金のご紹介

就学支度費就学支度費就学支度費

教育支援費教育支援費教育支援費

返済方法返済方法返済方法返済方法返済方法

留意事項留意事項留意事項留意事項留意事項

問い合わせ：総務課　21-2414

平成26年度助成事業募集案内！平成26年度助成事業募集案内！
～地域福祉活動助成事業～

お知らせ！

http://www.obihiro-shakyo.jp 検　索

◆助成金の割合は、対象事業費の２分の１以内で、
上限は50万円としています。

◆申し込みにあたっての様式（要綱・留意事項・
要望書）等については、事務局まで問い合わせく
ださい。

　なお、様式はホームページからもダウンロード
できます。



ご協力ありがとうございました

■4 ■No.145

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)

平成25年8月～9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。

●北海道あくありあ㈱児童通所施設あるまソレイユ

社協会員　新規入会者

●帯広中央ライオンズクラブ　●㈱藤丸　●帯広信用金庫　●シルバーシティ十勝おびひろ
●帯広のまつり推進委員会　●かえで町内会　●帯広市青少年育成者連絡協議会
●松緑神道大和山帯広教区

愛情銀行金銭預託

 問い合わせ：総務課　21-2414

■ 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■

●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。

問い合わせ：在宅福祉課　21-2677

●●●●●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●●●●●●●●●●
　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

愛情銀行物品預託
●あかしや中央町内会(リングプル)　●西10号ふれあいサロン(リングプル)　●コスモスサロン(リングプル)　●啓西にこにこサロン(リングプル)
●㈱トヨタレンタリース営業部レンタル課(リングプル)　●東あいあいサロン(リングプル)　●緑栄ゆうあいサロン(リングプル・使用済み切手)
●お茶の間わいわいくらぶ(リングプル・使用済み切手)　●帯広ボランティア連絡協議会(リングプル)　●帯広市保護課・納税課・介護保険課・障害福祉課・
学校給食共同調理場・十勝環境複合事務組合くりりんセンター (使用済み切手)　●堀口労務行政事務所(使用済み切手)　●菅野利江[靴下(手編み)]
●澤田サダ子[お手玉(手作り)]　●おりがみサークルパピロフレンズ（リングプル）　●個人(使用済み切手)　1名　●個人(リングプル)　1名

シルバーシティ十勝おびひろ様より
「第 2回エンプティボウル」の益金を預託

北海道日本ハムファイターズ公式イベント募金
　帯広市共同募金委員会では、昨年に引き続き8月17日と18日に帯広
の森野球場で開催された北海道日本ハムファイターズ対福岡ソフトバ
ンクホークスの公式戦の会場内で、共同募金のPRと募金活動を行いま
した。
　時折雨が降るあいにくの天候にもかかわらず、多くの野球ファンが
来場される中、当日は一定額以上の募金をしていただいた人たちに、
日本ハムファイターズ公認の共同募金オリジナル「ポストカード」・「缶
バッジ」に加え、今年から新たに ｢フロストコップ｣ と「ミニポスター」

も進呈させていただき、2日間で445,536円の募金が寄せられ
ました。
　集められました募金は、ボランティア団体や福祉施設など地域福祉
の向上のために使われます。

～たくさんのご協力ありがとうございました！～


