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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」

年 頭 のご 挨 拶

帯広市社会福祉協議会

会長

畑

中

三岐子

新年明けましておめでとうございます。
市民の皆さまにおかれましては、お健やかに新年をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。
社会福祉協議会の事業推進並びに諸活動に対しましては、日頃より深いご理解とご協力を賜り心から感謝
申し上げるとともに、本年も引き続きご支援いただきますようお願い申し上げます。
また、東日本大震災により、今なお不自由な生活を余儀なくされている被災者の方々には、ご再興とご健
勝を心よりお祈り申し上げます。
さて、高齢化や少子化が進行し、地域の結びつきや家族のきずなが年々希薄化しつつある昨今、高齢者や児童への虐待、生活の貧
困化、障害者差別など生活に密着した深刻な問題が社会で顕在化しつつあります。加えて経済の先行きが不透明な中で、今年４月か
らは消費税の増税が実施されようとしており、地域社会や住民の暮らしが今後どうなるのか、多くの方々が様々な不安を抱いての新
年の幕開けとなったのではないでしょうか。
こうした中で地域の方々やボランティア関係者とともに、地域の課題解決に向け取り組んできた「第４期地域福祉実践計画」も本
年26年度が最終年次となりましたが、現計画の総決算となる新年度は、成年後見などを担う権利擁護事業の新たな取組も視野にいれ
つつ事業を進めてまいりたいと考えております。
また、今年は同時に新しい「第５期」計画の策定年ともなりますので、民生委員・児童委員の皆様方やボランティアの皆様方をは
じめ関係団体の皆様方には積極的に計画づくりに参画をいただきながらよりよい計画をつくりあげていきたいと思っておりますの
で、一層のご指導とご協力を賜りますよう心からお願い申し上げます。
終わりに、市民の皆様、会員・役員の皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ新年のご挨拶とさせていただきます。

障がい児
（者）

余暇活動支援事業
のご紹介
今年度開催した講座の作品
7月27日
パステル画教室

平成25年度より、
『障がい児(者)余暇活動支援事業』が始まりました。障がい
のある人を対象に、趣味の講座を提供し、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いています。
７月・10月・12月と講座を開催し、みなさまに楽しいひと時を過ごしていた
だきました。今後もみなさんのご希望に添える内容で開催していきたいと考えて
います。
次回の開催は、1月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。
12月1日
パステル画で年賀状教室

10月27日
かんたんデコパージュ教室

次回の講座のお知らせ
第4回講座

ゲレンデスキー教室

■日

時：１月10日(金) 10時〜 14時30分

■会

場：メムロスキー場

■講

師：めむろスキースクール

■参加費：900円（レンタルスキーが
必要な方は、別途自己負担
になります）
■定

素敵な作品ができました！

員：20名

■申込み：12月24日(火) 〜定員になり次第締め切
ります。お電話にてお申し込みください。

冬休みポスターコンクール
子どもから大人まで、すべての人（障がいのある人もない人も）が住み慣れた地域で、安心･安全に生
活できるよう啓発するポスターを募集します。ただし、障がい者（児）については、テーマを設けずに自
由に描くものとします。
【応募資格】 帯広市内の小学４年生〜６年生（特別支援学級を含みます）及び帯広市内の障がい児
（者）
支援施設
に所属する障がい児
（者）
を対象とします。
【応募規定】 B3(36.4㎝×51.5㎝ )または四つ切りの画用紙(38.2㎝×54.2㎝ )に直筆で作成
（縦横どちらでも可）※ 裏面に、学校名、クラス名、氏名（ふりがな）
、作品名を記入
【応募締切】 平成26年1月31日
（金）
【入賞発表】 平成26年2月上旬に学校に通知します。
【作品展示】 平成26年2月21日
（金）
〜平成26年2月26日
（水）
市役所１階市民ホール
【応 募 先】 帯広市グリーンプラザ内 帯広市社会福祉協議会 「障がい者週間」記念事業実行委員会 事務局

申込・問い合わせ：地域福祉課

21-2414

｢障がい者週間｣
記念事業
実行委員会
からのご案内
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各種養成講座のご案内
ボランティア養成講座

シニアボランティア養成講座

ボランティア初心者の方を対象とした講座です

シニア世代の方を対象とした講座です

講座❶ １月14日(火)10:00 〜 12:00
講演 「ボランティアを始めるにあたっての心構え」
講師 五十嵐 教行 氏（北海道総合福祉研究センター理事長）

講座❶ １月20日(月)10:00 〜 12:00
講演 「支え合いの地域づくり〜今、あなたにできることは〜」
講師 五十嵐 教行 氏（北海道総合福祉研究センター理事長）

講座❷ １月14日(火)13:00 〜 15:00
演習 「人を大切にするコミュニケーション」
講師 五十嵐 教行 氏（北海道総合福祉研究センター理事長）

講座❷ １月20日(月)13:00 〜 15:00
演習 「地域で何がしたいか？何ができるか？
〜自分にできるボランティア活動とは〜」
講師 五十嵐 教行 氏（北海道総合福祉研究センター理事長）

講座❸ １月23日(木)13:30 〜 15:30
車イス・高齢者疑似体験
講師 帯広市社会福祉協議会

ヤングボランティア養成講座

講座❹ １月27日(月)10:00 〜 16:00
施設ボランティア体験
協力 特別養護老人ホーム、老人保健施設

中高生を対象とした講座です

等

講座❺ １月29日(水)13:30 〜 15:30
ボランティア活動に向けて〜ボランティアグループを作りませんか？〜

１月８日(水) 10:00 〜 15:00
講 師 維住 玲子 氏（FM WINGパーソナリティ）・齋藤 征人 氏
会 場 市民活動プラザ六中（東11条南9丁目）
■講演や会場内でのボランティア体験を通し、ボランティア活動が
身近に感じられるような内容となっています！

■

ヤングボランティア養成講座以外の会場は、帯広市グリーンプラザ（公園東町３丁目）です。

■

参加費は無料です。

■

定員は各講座とも25名です。

■ 「ボランティア養成講座」と「シニアボランティア養成講座」につきましては、経験年数や
年齢に関係なくお申し込みいただけます。

申込・問い合わせ：地域福祉課

広げようボランティアの輪

広げようボランティアの輪

VOL.39 おりがみサークル パピロフレンズ
私たち「おりがみサークル

21-2414

パピロフレンズ」は、平成16年に結

VOL.40

帯広BBS会

帯広BBS会は、昭和35年に設立された、大きなお兄さん・お姉さ

平成22年より団体登録し、

ん運動（Big Brothers and Sisters Movement）を中心とした、青

いきいき交流会やわいわいタウンなど社協行事への参加や、帯広・

少年の更生保護を行うボランティア団体です。全国各地に地区会が

十勝で折り紙の指導や講習、作品展示、

あり当会の活動としては、帯広少年院への訪問・ともだち活動・グルー

創作活動を行っています。

プワーク・非行防止活動などを行っています。

成されたボランティアサークルです。

折り紙の「やさしさ・楽しさ」を届
け伝えられるようメンバー 6名で日々

現在、一緒に活動してくれる会員を募集していますので、興味の
ある方はご連絡ください！

がんばっていますので、講習や行事な

会

長

山野

達也

どありましたらお声掛けください！

事務局長

鳴海

亮

代

表

三浦

将宏
〜さまざまな活動を実施しています〜
活動風景（グループワーク）

少年たちとＢＢＳ会員がグループになって、スポーツやレクリエーションなど
を通じて、共に楽しむことにより、共感し、心を開くキッカケとなるよう取り
組んでいます。

問い合わせ：ボランティアセンター

21-2454

問い合わせ：ボランティアセンター

21-2454
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赤い羽根共同募金･歳末たすけあい募金

中間実績報告
10月1日から始まりました共同募金運動では、町内会や会社・団体など多くの市民から募金が寄せられました。また、延べ7日間実施いたしまし
た街頭募金活動では、寒いなか延べ約800人のボランティアのご協力と、多くの人達から募金をいただき、まことにありがとうございました。
今年度の共同募金運動は12月31日で終了していますが、今回は11月30日現在の中間実績をご報告させていただきます。なお、平成25年度の最終
実績につきましては、次回発行の社協だよりにてご報告させていただきます。
街頭募金
赤い羽根共同募金

町内会募金

法人募金

個人募金

880,309 3,845,335 1,435,000

歳末たすけあい

0 1,216,809

(平成25年11月30日現在

職域募金

箱募金

団体募金

興行募金

単位：円)

その他募金

合計

62,491

240,139

12,552

62,025

199,858

0 6,737,709

0

0

0

0

0

0 1,216,809

0

問い合わせ：帯広市共同募金委員会（担当：総務課） 21-2414
帯広ボランティア連絡協議会主催

「2014年版カレンダー
チャリティーバザー」開催！
今年も、市内印刷業者各社のご協力により、印刷見本
カレンダーのチャリティーバザーを開催します。見本カレンダーは企業名等を
印刷する前の珍しいもので、低価格での販売を予定しています。収益は、ボラ

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、

18,638,323円（平成25年11月30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。

ンティア活動の推進に活用させていただきます。

◆日時 平成26年1月13日
（月・祝）
9:30〜 無くなり次第終了
◆場所 帯広市グリーンプラザ （帯広市公園東町3丁目9番地1）

問い合わせ：地域福祉課

東日本大震災義援金に
ご協力ありがとうございます

21-2414

使わない入れ歯はありませんか？

不要入れ歯のリサイクル事業に
ご協力お願います！
本会では、不要入れ歯の回収リサイクル事業に取り
組んでいます。
この事業は、
「NPO法人 日本入れ歯リサイクル協
会」とタイアップして、不要な入れ歯を集めて貴重な貴金属を回収し、

郵便振替口座

季節労働者又は企業倒産による解雇など事業主の都合により離職された
帯広市在住の人を対象に、当面の生活費用として資金を貸し付けます。
（帯広市季節労働者生活資金貸付制度をH21年より拡充しています。
）
貸付の概要
季節労働者対象 … 帯広市内在住の季節労働者で①〜④全ての条件を満たす者

皆様のご協力をお願いします。

入れて回収ボックスに入れてください。

包む

厚手の紙

ビニール
袋

※差支えなければ、寄付
者のご氏名とご住所を記
載した紙を同封してくだ
さい。お礼状を送らせて
いただきます。

問い合わせ：総務課

返済方法
受付期間
離職者対象

＊回収ボックス設置場所＊
・帯広市グリーンプラザ
1階ロビー
・帯広市役所２階社会課
平成20年6月より

愛情銀行入金累計額

220,926円

（平成25年11月末現在）

21-2414

東日本大震災義援金

帯広市季節労働者等
生活資金貸付制度のご案内

源として活用しています。

❶入れ歯に熱湯をかけて消毒するか、入れ

中央共同募金会

問い合わせ：帯広市共同募金委員会（担当：総務課） 21-2414

その益金で世界の恵まれない子供たちを支援するとともに地域福祉の財

入れ歯回収ボックス
歯洗浄剤にて洗浄してください。
の
❷チラシ等に包み備え付けのビニール袋に
利用方法

００１７０−６−５１８

返済方法
受付期間

①雇用保険受給資格者で、特例一時金の支給を受けた者
又は雇用保険被保険者離職票、資格喪失確認通知書の発
行を受けている求職者登録をしている者
②生計維持者で、原則、扶養家族を有する者
③就労するまでの生活が困難な者
④連帯保証人を有する者
… 6月から1月までの8回払い
(但し、1月の貸付は、12月までの7回払い)
… H26年1月6日（月) 〜 5月30日（金)
… 帯広市内在住で企業倒産による解雇など事業主の都合によ
り離職された方で①〜④全ての条件を満たす者
①雇用保険受給資格者、又は賃確法の立替払の証明書・
確認書の交付を受けている求職者登録をしている者
②生計維持者で、原則、扶養家族を有する者
③就労するまでの生活が困難な者
④連帯保証人を有する者
… 12カ月以内で最大8回までの毎月払い
（返済猶予最大4カ月）
… 随時

いずれも貸付限度額は、一世帯150,000円まで、利率は当面の間 0%です。
詳細は、下記までお問い合わせください。

問い合わせ：帯広市商工観光部工業労政課 労政係 65-4168
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地域包括支援センターからのお知らせ

帯広市福祉人材バンクが

福祉職場への就職を希望する人を応援します！

4■

帯広市家族介護者リフレッシュ事業のご案内

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

平成26年1月16日（木）10：00 〜 12：00

フレッシュ事業」を行っています。在宅で高齢者を介護しているご家

帯広市グリーンプラザ

就活応援講習会

※定員20名、申込必要
「第一印象で損しない！気持ちのいい対人関係を築く方法」
講師：渡邉 尚美 氏（Style Direction Spring Palette代表）

族を対象として、介護から一時的に離れて気分転換することや情報交
換・交流を実施して、介護者の心身の元気回復を目的としています。
今年度第2回目を下記の日程で開催します。

●もちつき大会

平成26年2月1日（土）10：30 〜 15：30
とかちプラザ

平成25年度 福祉職場説明会

◆午前の部：相談会直前！応援セミナー 10：30 〜 12：30
「出会いのチャンスを活かそう、増やそう」※定員30名、申込必要
講師：城戸 和子 氏
（KIDOライフデザイン研究所 キャリアデザイナー）
◆午後の部：福祉職場個別相談会 13：30 〜 15：30（受付15時まで）
参加法人：22法人（予定）※申込不要、入退場自由

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26年1月22日（水）10：00 〜 14：00
場
所：帯広市グリーンプラザ
参加定員：15名
参 加 費：無料
※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・別内容で2回目のリフレッシュ事業を実施します。ご希望の地
域包括支援センターに申し込みが可能です。

申込・問い合わせ：帯広市福祉人材バンク 27-2525

申込・問い合わせ：地域包括支援センター 21-3292

■会員入会のお願い■

●登録ホームヘルパー（パート）を募集しています
を募集しています●
●

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
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

集

よう、会員の入会をお願いします。

要

なお、期間は 1 年間 (4 月〜翌年 3 月 ) となっています。

●個人会員 ( 年会費 )

1口

●団体会員 ( 年会費 )

1 口 1,000 円

●法人会員 ( 年会費 )

1 口 5,000 円

問い合わせ：総務課

500 円

件

会員区分

募

実に活用されています。

社会福祉協議会では、介護保険法・障害者総合支援法（H25.4 〜改正）にもとづく
ホームヘルパーの派遣のほか、
地域生活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
資
格
営 業 日
営業時間
勤務日 ･ 時間

賃 金 等
選考方法

21-2414

若干名
ホームヘルパー（訪問介護員）2 級以上
日曜日〜土曜日
午前 7 時〜午後 8 時
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。
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
書類選考及び面接

問い合わせ：在宅福祉課

21-2677

ご協力ありがとうございました
愛情銀行金銭預託

平成25年10月〜11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。

●秋のリサイクルまつり実行委員会 ●十勝シニアスポーツクラブ ゴルフ部会 ●バラト中央町内会 ●㈱帯広緑化振興公社 ●開明町内会婦人部
●第一生命保険㈱帯広支社 ●医療法人社団高木皮膚科診療所 ●光南ほほえみ倶楽部 ●帯広地方隊友会第36回チャリティダンスの夕べ実行委員会
●個人４名

愛情銀行物品預託

ハヤシフォーム印刷㈲様より車いすの贈呈

帯広生命保険協会様より車両の贈呈

高木皮膚科診療所様、高木健揚様より
いきいき交流会事業へ指定預託金の贈呈

●明治安田生命帯広営業所
（リングプル） ●西１０号ふれあいサロン
（リングプル） ●豊栄老人クラブ
（リングプル） ●西帯ゆうゆうサロン
（リングプル）
●５番館ビル振興会
（リングプル） ●あかしや中央町内会
（リングプル） ●帯広年金受給者協会
（リングプル） ●ハヤシフォーム印刷㈲
（車いす）
●お茶の間わいわいくらぶ
（リングプル・使用済み切手） ●帯広生命保険協会
（軽自動車） ●第一生命保険㈱帯広支社（タオル・バスタオル）
●光南ほほえみ倶楽部
（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）３名

謹賀新年
サンパワーエイコウ

株式会社

代表取締役
〒080-2460
永

光

建

設

村 上 三 男

帯広市西20条北２丁目28番地21
㈱：TEL（0155）34-4846 FAX（0155）34-8420

㈱サンパワーエイコウ：TEL（0155）38-4888 FAX（0155）38-4887

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 )

