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帯広市成年後見支援センター「みまもーる」が開設しました

～財産に関すること～
・ もの忘れがあり、自分でお金の
管理ができない
・ 年金が本人のために使われてい
ない

～将来に関すること～
・ 身寄りがないので今後のことが不安
・ 自分に何かあったと
きに障がいのある
こどもの生活が
心配…。

　認知症、知的・精神障がいなどにより判断能力が不十分な方の「生活」や「財産」に関する不安や困りごとについて相談に応じ、
本人のさまざまな権利が守られ住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう「成年後見制度」や「日常生活自立支援事業」の
利用について助言や手続き支援を行います。

「品川区における市民後見人の取り組みと活動の支援」

概要：市民後見活動の現状と品川の取り組みについて

　病気や障がいなどにより、判断能力が十分でない方が、住み慣れた地域で
安心して生活ができるよう、本人に代わって福祉サービスの契約や財産管理
などの後見活動を行う「市民後見人」を養成する研修を開催します。研修で
は、制度の仕組みや市民後見人に必要な心構え・知識・実務を学びます。

〝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。

※ 駐車場が限られているため、会場までは出来る限り、
公共交通機関又は乗り合わせでお越し下さい。

●成年後見に関心のある方 ●市民後見人に興味のある方 ●社会貢献をしてみたい方 ●地域福祉に携わっている方

～契約に関すること～
・ 施設の入所を考えているが
一人で決めることが不安
・ 福祉のサービスを利用した
いが自分で契約の手続きが
できない

～制度の利用に関すること～
・ 成年後見制度を利用したいが手続
きが難しそう…。
・ 成年後見制度について
　くわしく知りたい。
・ 日常生活自立支援
事業についてよく
わからない

このようなことで困っていませんか？

帯広市成年後見支援センター「みまもーる」が相談に応じます。

講演会 市民後見人養成研修事前説明会

まずはご相談ください

☎0155-20-3225 月曜日から金曜日まで午前9時から午後5まで
（祝日および年末年始12月29日から1月3日は除く）

福祉フォーラム～新しい人の縁をつくる市民後見活動

社協フェスタ＆わいわいタウン帯広2014を開催します！！

日時 ： 6月29日（日）15：00～17：00　　場所 ： とかちプラザ　視聴覚室　　定員 ： 160名

とき ： 平成26年8月24日（日）10：00～15：00　ところ ： 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・参加申込み：帯広市成年後見支援センター「みまもーる」　☎２０－３２２５

問い合わせ：地域福祉課　☎２１－２４１４

講師：斎藤　修一　氏（品川成年後見センター所長）

参加無料です
ぜひご参加ください

お知らせ

？

～相談窓口～4月21日（月）  開設
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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　TEL 21－2414）

登録ホームヘルパー（パート）を募集しています会 員 入 会 の お 願 い
　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。

　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・研修会における講師派遣及び活動費）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。

　平成26年3月10日（金）より帯広市グリーンプラザ2階から1階に移転し
ました。
　東側駐車場入り口から入ってすぐの場所になりましたので、お子様連れの
方にもより利用しやすくなりました。室内は大きな窓がありますので明るい
空間です。

　相談スペース(左上写真)の横にキッズスペース(右上写真)もありますの
で、お子様と一緒に相談をすることができます。ぜひご利用ください！

開設時間 ： 平日9：00～17：30
※ 相談が重なる場合もありますので、前もってご連絡をいただけるとスム
ーズです。

会員区分 ●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

問い合わせ：在宅福祉課　☎２１－２６７７問い合わせ：総務課　☎２１－２４１４

問い合わせ：母子家庭等就業・自立支援センター　☎２０－７７５１ 問い合わせ：地域包括支援センター　☎２１－３２９２

ご協力ありがとうございました
平成25年12月～平成26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。

●有限会社村上金物店　　●個人　　2名

社協会員　新規入会者

●国立療養所帯広病院OB会　●藤寿会　●第26回友愛チャリティーショー実行委員会　●茶道裏千家淡交会帯広青年部
●檜の会　●東京海上日動火災保険㈱　●帯広仏教連合会・帯広仏教徒連合会　●ボーイスカウト帯広第７団
●平井音楽事務所　●帯広ボランティア連絡協議会　●チャーチル会帯広　●大和御詠歌北海道連合帯広支部
●大正ふれあいまつり実行委員会　●帯広刑務所　●帯広市わかば会　●NPO法人日本入れ歯リサイクル協会
●十勝民謡友の会連合会　●藤芳会　●個人4名

愛情銀行金銭預託

●あかしや中央町内会（リングプル） ●大空第18町内会（リングプル） ●帯広市こども課・障害福祉課・保護課・国保課・十勝環境複合事務組合くりりんセンター（使用済み切手）
●帯広市わかば会（使用済み切手） ●帯広東六条郵便局（使用済み切手） ●お茶の間わいわいくらぶ（リングプル） ●学習サークル・ハルニレの会（使用済み切手）
●啓西にこにこサロン（リングプル） ●広西親和会（使用済み切手・リングプル） ●国土交通省東京航空局帯広出張所（使用済み切手）
●市老連趣味の会カルタ部・囲碁部（リングプル） ●設備テック西尾（使用済み切手） ●柏林ハッピーサロン（使用済み切手） ●開西病院在宅ケアセンター（使用済み切手）
●北海道損害保険代理業協会帯広支部（シーツ・タオル） ●寿エコフレンズ（リングプル） ●西１０号ふれあいサロン（使用済み切手・リングプル）
●西帯ゆうゆうサロン（リングプル） ●帯広藤幼稚園（リングプル） ●東あいあいサロン（リングプル） ●南新和町内会（リングプル） ●明治安田生命相互会社（リングプル）
●豊栄老人クラブ（リングプル） ●帯広年金受給者協会（リングプル） ●株式会社総合設計（使用済み切手） ●ふれあい北サロン（使用済み切手・リングプル）
●個人（使用済み切手）6名 ●個人（リングプル）16名 ●個人（タオル）1名

愛情銀行物品預託

募  集  人  数 若干名
資　　　 格 ホームヘルパー（訪問介護員）２級以上・介護職員初任者研修
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･祝日や早朝･夜間は各250

円/ｈの割増加算あり） 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

友愛チャリティショー実行委員会様より
益金を預託

地域包括支援センターからのお知らせ母子家庭等就業・自立支援センターからのご案内

　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。

たとえば…
「介護保険の手続きがわからない。」
「最近、家族の物忘れが心配だ。どうしたらいいの。」
「一人暮らしで、最近お金の管理ができなくなった。」
「近隣の高齢者がきちんと生活ができているか心配。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  など
 相談は無料です。
　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
ー養成講座についてなど、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。

～高齢者に関する相談を受けています～

陶芸用粘土・釉薬、取扱い始めました。
事 務 機 器・ 情 報 機 器・ 福 祉 機 器
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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、東明、
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、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、東和、東5・7親睦、
東和5・6親睦、祥和、道営中央団地1、東1･6親、和光、東二・七、東1・8誠心会、東富久、東和会、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、東明、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7親友、大八盟友、
大通9丁目親睦、大通南十丁目親睦、大通11丁目、三和親睦、西1・4共親会、七友会、西一･八親善、親和、西1条南10丁目会、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、交和、寛裕、第一交和、みどり、神苑昭睦、北星、コ-ポ第2リバ-サイド親睦会、明神、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、若草、共和、緑勝、長和、北星、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、新栄、栄町、北伸第一、北星、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、東柏林台、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、柏林台中央団地自治会、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、睦、曙、西五条親交、灯下、黎明、新生、親盛、緑親、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、親交、八条コーポ、躍進、緑苑、親栄、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、行幸、
明協、明和、大谷、啓明、明星、明星共和、互親、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、六栄歩、
五交、一条親交、二八、南豪、三十丁目、さつき、親友、睦、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、
東光、光南みなみ、クラックス、光南第一、二十八区親交、南生、和光、清南、松葉、南栄、新光、東雲、コーポ光南第一親睦会、光南、東南、東方、光南東、南東団地、広和、
同栄、緑葉、むつき、緑親、緑ヶ丘さくら、みどり親交、南緑、緑光、十五日、緑栄、みどり、緑栄第一、緑勝、緑友、新緑、十五、12、協和、和興、栄和、富貴、第一富貴、
五中北、愛睦、緑西道営、和交、三・八東、北駒、新興、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、緑園、柏葉、弥生、若草、花園、
緑新、新生、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、新栄、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、南栄、
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、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、ぽっぽ橋、機関庫の川公園南、清流ハヤブサ、緑交、
あかしや、緑泉、和泉、あかしや中央、ときわ、美佐和、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、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、弥生、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、道営ひまわり、西14号団地、
西帯広南町、柳橋、共愛、西13号、大成宿舎自治会、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、開西ひがし、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、
アルバータ通り、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33、大空町第43、大空町第34、大空町第27、大空町第35、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4、
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、日甜清川農場、
太平、上帯広市街、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、東和、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、中島町戸蔦、中島町中戸蔦、大和  ※順不同

※なお、平成25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。

平成26年度　助成概要
道内福祉向上・運動推進………………… 10,066,303円
▼ 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

地域福祉活動への助成金に…………………1,194,500円
▼ 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

地域の福祉事業に……………………………3,354,157円
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、ボランティアモデル校指定）
▼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）

要援護者の支援事業に………………………1,500,000円
▼生活困難世帯への義援金として

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。

16,114,960円

共同募金運動にご協力ありがとうございました

　助成団体・・・・・17団体（24事業）
◎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ワークセンターはまなす　◎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 北 海 道 自 閉 症 協 会 十 勝 分 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　◎帯広更生保護女性会　◎とかちダルク　◎日本オストミー協会とかち帯広支部

平成25年度　赤い羽根・歳末たすけあい募金に

の募金が寄せられました。

平成25年度 共同募金運動にご協力いただいた町内会

　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日まで義援金の受付を行い、多くの市民や団体・企業などからご協力を頂
き、18,660,418円（帯広市共同募金委員会受付分）の義援金が寄せられました。

～東日本大震災義援金にご協力ありがとうございました～

問い合わせ：帯広市共同募金委員会（担当：総務課）　☎２１－２４１４
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“ボランティアセンター”ってご存知ですか？
ボランティアセンターとは？ 私たちが住んでいる地域をより豊かに住みやすくしたい…

こんな願いを実現するための、市民とボランティアをつなぐ ｢窓口｣ です。

　ボランティアセンターは、ボランティア活動の拠点
として、ボランティア団体や個人の皆様、ボランティ
ア活動に興味のある人又は、ボランティアの援助を求
めている人たちの相談窓口として、ボランティアアド
バイザー13名が自身のボランティア経験を活かし、活
動についての情報を提供し、同じボランティアの立場
で活動に関する相談、アドバイスを行います。
　午前10時～午後6時迄交代で在室していますが都合
により不在の場合もあります。

　4月から帯広市ボランティアセンターは、帯広市グリーンプラザ２階に移転しました。移転に伴い、皆様には大変ご不便をおかけしました
が、これからもボランティア活動の『拠点』として多くの人達に、ご利用していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

パソコン、印刷機、コピー機設置しています。
ボランティア登録団体は自由に使えます。

参考図書の貸し出しをしています。
ボランティア活動に活かしていただきたいです。

帯広市グリーンプラザ２階です。 ボランティアアドバイザーが常駐しています。

道内の社協等の機関誌など自由にご覧ください。

○ 登録しているボランティア団体や個人の活動は、福祉施設等への慰問として、踊り・歌・マジック等の余興や、各種行事の際のお手伝い、
個人宅への話し相手、通院時のお手伝いなど行っています。
☆年末年始を除く毎日、午前8時45分～午後10時まで開放しています。
☆登録団体は、会議・打ち合わせの場として利用できます。また、印刷機・コピー機を利用出来ます。（用紙は持参）

☆ ボランティアセンターには、89団体・28人の個人ボランティアと東日本大震災被災地への活動ボランティア1人が
登録しています。（H26年4月30日末現在）

☆ボランティアを募集しています。（随時）

問い合わせ：地域福祉課　☎２１－２４１４
ボランティアセンター　☎２１－２４５４

ボランティア派遣までの流れ

ボランティアセンター

活動の
呼びかけ　　 情報収集・相談ボランティアの派遣

相談

ボランティアの
支援を求めている人

ボランティアを
したい人

（単位：円）
収　　　入 金額 割合（%）

法人運営経理区分 88,745,448 23.0 
寄付金事業経理区分 8,442,527 2.2 
委託事業経理区分 52,175,811 13.5 
介護保険事業等経理区分 194,038,097 50.3 
福祉資金経理区分 2,606,297 0.7 
生活福祉資金経理区分 3,449,172 0.9 
指定管理事業経理区分 36,175,639 9.4 

計 385,632,991 100.0 

（単位：円）
支　　　出 金額 割合（%）

法人運営経理区分 87,746,131 23.6 
寄付金事業経理区分 6,259,479 1.7 
委託事業経理区分 52,175,811 14.0 
介護保険事業等経理区分 186,781,892 50.3 
福祉資金経理区分 530,297 0.1 
生活福祉資金経理区分 3,449,172 0.9 
指定管理事業経理区分 34,814,188 9.4 

計 371,756,970 100.0 

（単位：円）
当期資金収支差額（収入-支出） 13,876,021
前期末支払資金残高（H24年度からの繰越金） 176,689,523
当期末支払資金残高（H26年度への繰越金） 190,565,544

平成25年度一般会計収支決算
5月28日（水）に平成26年度第1回理事会、評議員会を開催し、平成
25年度の決算が承認されました。　　 （単位：円）

収　　　入 金額 割合（%）
法人運営経理区分 101,150,000 24.6 
寄付金事業経理区分 19,879,000 4.8 
委託事業経理区分 46,723,000 11.3 
介護保険事業等経理区分 183,500,000 44.5 
福祉資金経理区分 1,917,000 0.5 
生活福祉資金経理区分 3,555,000 0.9 
指定管理事業経理区分 37,210,000 9.0 
権利擁護事業経理区分 17,964,000 4.4 

計 411,898,000 100.0 
（単位：円）

支　　　出 金額 割合（%）
法人運営経理区分 101,150,000 23.9 
寄付金事業経理区分 20,806,000 4.9 
委託事業経理区分 46,723,000 11.0 
介護保険事業等経理区分 193,238,000 45.6 
福祉資金経理区分 1,204,000 0.3 
生活福祉資金経理区分 3,555,000 0.8 
指定管理事業経理区分 39,010,000 9.2 
権利擁護事業経理区分 17,964,000 4.3 

計 423,650,000 100.0 
（単位：円）

当期資金収支差額（収入-支出） -11,752,000
前期末支払資金残高（H25年度からの繰越金） 185,453,000
当期末支払資金残高（H27年度への繰越金） 173,701,000

平成26年度一般会計収支予算
3月24日（月）に平成25年度第4回理事会、第3回評議員会を開催
し、平成26年度の予算が承認されました。

個人・団体・サークル等でお住まいの地域や福祉施設などで、趣味や特技を活かして
『やってみようかな』と思えることがありましたら仲間と一緒取り組みませんか。
○活動例
 ★個人宅（高齢者・障がい者）
　通院時の見守り等のお手伝い、窓・庭の掃除、話し相手など
 ★施設（高齢者・障がい者）
　 囲碁・将棋・麻雀相手、歌（カラオケ・民謡等）、踊り（フラダンス・舞踊等）、楽
器演奏（三味線・大正琴・ギター等）、外出レクリエーション時の車いす介助 など

＊委託事業経理区分の内訳： 幼児ことばの教室運営費・福祉人材バンク運営費・母子家庭等自立支援センター運営費・音訳ボランティア育成事業　　＊指定管理事業経理区分の内訳： 帯広市グリーンプラザ管理
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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、東明、
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、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、東和、東5・7親睦、
東和5・6親睦、祥和、道営中央団地1、東1･6親、和光、東二・七、東1・8誠心会、東富久、東和会、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、東明、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7親友、大八盟友、
大通9丁目親睦、大通南十丁目親睦、大通11丁目、三和親睦、西1・4共親会、七友会、西一･八親善、親和、西1条南10丁目会、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、交和、寛裕、第一交和、みどり、神苑昭睦、北星、コ-ポ第2リバ-サイド親睦会、明神、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、若草、共和、緑勝、長和、北星、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、新栄、栄町、北伸第一、北星、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、東柏林台、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、柏林台中央団地自治会、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、睦、曙、西五条親交、灯下、黎明、新生、親盛、緑親、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、親交、八条コーポ、躍進、緑苑、親栄、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、行幸、
明協、明和、大谷、啓明、明星、明星共和、互親、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、六栄歩、
五交、一条親交、二八、南豪、三十丁目、さつき、親友、睦、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、
東光、光南みなみ、クラックス、光南第一、二十八区親交、南生、和光、清南、松葉、南栄、新光、東雲、コーポ光南第一親睦会、光南、東南、東方、光南東、南東団地、広和、
同栄、緑葉、むつき、緑親、緑ヶ丘さくら、みどり親交、南緑、緑光、十五日、緑栄、みどり、緑栄第一、緑勝、緑友、新緑、十五、12、協和、和興、栄和、富貴、第一富貴、
五中北、愛睦、緑西道営、和交、三・八東、北駒、新興、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、緑園、柏葉、弥生、若草、花園、
緑新、新生、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、新栄、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、南栄、
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、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、ぽっぽ橋、機関庫の川公園南、清流ハヤブサ、緑交、
あかしや、緑泉、和泉、あかしや中央、ときわ、美佐和、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、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、弥生、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、道営ひまわり、西14号団地、
西帯広南町、柳橋、共愛、西13号、大成宿舎自治会、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、開西ひがし、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、
アルバータ通り、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33、大空町第43、大空町第34、大空町第27、大空町第35、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4、
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、日甜清川農場、
太平、上帯広市街、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、東和、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、中島町戸蔦、中島町中戸蔦、大和  ※順不同

※なお、平成25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。

平成26年度　助成概要
道内福祉向上・運動推進………………… 10,066,303円
▼ 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

地域福祉活動への助成金に…………………1,194,500円
▼ 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

地域の福祉事業に……………………………3,354,157円
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、ボランティアモデル校指定）
▼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）

要援護者の支援事業に………………………1,500,000円
▼生活困難世帯への義援金として

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。

16,114,960円

共同募金運動にご協力ありがとうございました

　助成団体・・・・・17団体（24事業）
◎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ワークセンターはまなす　◎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 北 海 道 自 閉 症 協 会 十 勝 分 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　◎帯広更生保護女性会　◎とかちダルク　◎日本オストミー協会とかち帯広支部

平成25年度　赤い羽根・歳末たすけあい募金に

の募金が寄せられました。

平成25年度 共同募金運動にご協力いただいた町内会

　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日まで義援金の受付を行い、多くの市民や団体・企業などからご協力を頂
き、18,660,418円（帯広市共同募金委員会受付分）の義援金が寄せられました。

～東日本大震災義援金にご協力ありがとうございました～

問い合わせ：帯広市共同募金委員会（担当：総務課）　☎２１－２４１４
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“ボランティアセンター”ってご存知ですか？
ボランティアセンターとは？ 私たちが住んでいる地域をより豊かに住みやすくしたい…

こんな願いを実現するための、市民とボランティアをつなぐ ｢窓口｣ です。

　ボランティアセンターは、ボランティア活動の拠点
として、ボランティア団体や個人の皆様、ボランティ
ア活動に興味のある人又は、ボランティアの援助を求
めている人たちの相談窓口として、ボランティアアド
バイザー13名が自身のボランティア経験を活かし、活
動についての情報を提供し、同じボランティアの立場
で活動に関する相談、アドバイスを行います。
　午前10時～午後6時迄交代で在室していますが都合
により不在の場合もあります。

　4月から帯広市ボランティアセンターは、帯広市グリーンプラザ２階に移転しました。移転に伴い、皆様には大変ご不便をおかけしました
が、これからもボランティア活動の『拠点』として多くの人達に、ご利用していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

パソコン、印刷機、コピー機設置しています。
ボランティア登録団体は自由に使えます。

参考図書の貸し出しをしています。
ボランティア活動に活かしていただきたいです。

帯広市グリーンプラザ２階です。 ボランティアアドバイザーが常駐しています。

道内の社協等の機関誌など自由にご覧ください。

○ 登録しているボランティア団体や個人の活動は、福祉施設等への慰問として、踊り・歌・マジック等の余興や、各種行事の際のお手伝い、
個人宅への話し相手、通院時のお手伝いなど行っています。
☆年末年始を除く毎日、午前8時45分～午後10時まで開放しています。
☆登録団体は、会議・打ち合わせの場として利用できます。また、印刷機・コピー機を利用出来ます。（用紙は持参）

☆ ボランティアセンターには、89団体・28人の個人ボランティアと東日本大震災被災地への活動ボランティア1人が
登録しています。（H26年4月30日末現在）

☆ボランティアを募集しています。（随時）

問い合わせ：地域福祉課　☎２１－２４１４
ボランティアセンター　☎２１－２４５４

ボランティア派遣までの流れ

ボランティアセンター

活動の
呼びかけ　　 情報収集・相談ボランティアの派遣

相談

ボランティアの
支援を求めている人

ボランティアを
したい人

（単位：円）
収　　　入 金額 割合（%）

法人運営経理区分 88,745,448 23.0 
寄付金事業経理区分 8,442,527 2.2 
委託事業経理区分 52,175,811 13.5 
介護保険事業等経理区分 194,038,097 50.3 
福祉資金経理区分 2,606,297 0.7 
生活福祉資金経理区分 3,449,172 0.9 
指定管理事業経理区分 36,175,639 9.4 

計 385,632,991 100.0 

（単位：円）
支　　　出 金額 割合（%）

法人運営経理区分 87,746,131 23.6 
寄付金事業経理区分 6,259,479 1.7 
委託事業経理区分 52,175,811 14.0 
介護保険事業等経理区分 186,781,892 50.3 
福祉資金経理区分 530,297 0.1 
生活福祉資金経理区分 3,449,172 0.9 
指定管理事業経理区分 34,814,188 9.4 

計 371,756,970 100.0 

（単位：円）
当期資金収支差額（収入-支出） 13,876,021
前期末支払資金残高（H24年度からの繰越金） 176,689,523
当期末支払資金残高（H26年度への繰越金） 190,565,544

平成25年度一般会計収支決算
5月28日（水）に平成26年度第1回理事会、評議員会を開催し、平成
25年度の決算が承認されました。　　 （単位：円）

収　　　入 金額 割合（%）
法人運営経理区分 101,150,000 24.6 
寄付金事業経理区分 19,879,000 4.8 
委託事業経理区分 46,723,000 11.3 
介護保険事業等経理区分 183,500,000 44.5 
福祉資金経理区分 1,917,000 0.5 
生活福祉資金経理区分 3,555,000 0.9 
指定管理事業経理区分 37,210,000 9.0 
権利擁護事業経理区分 17,964,000 4.4 

計 411,898,000 100.0 
（単位：円）

支　　　出 金額 割合（%）
法人運営経理区分 101,150,000 23.9 
寄付金事業経理区分 20,806,000 4.9 
委託事業経理区分 46,723,000 11.0 
介護保険事業等経理区分 193,238,000 45.6 
福祉資金経理区分 1,204,000 0.3 
生活福祉資金経理区分 3,555,000 0.8 
指定管理事業経理区分 39,010,000 9.2 
権利擁護事業経理区分 17,964,000 4.3 

計 423,650,000 100.0 
（単位：円）

当期資金収支差額（収入-支出） -11,752,000
前期末支払資金残高（H25年度からの繰越金） 185,453,000
当期末支払資金残高（H27年度への繰越金） 173,701,000

平成26年度一般会計収支予算
3月24日（月）に平成25年度第4回理事会、第3回評議員会を開催
し、平成26年度の予算が承認されました。

個人・団体・サークル等でお住まいの地域や福祉施設などで、趣味や特技を活かして
『やってみようかな』と思えることがありましたら仲間と一緒取り組みませんか。
○活動例
 ★個人宅（高齢者・障がい者）
　通院時の見守り等のお手伝い、窓・庭の掃除、話し相手など
 ★施設（高齢者・障がい者）
　 囲碁・将棋・麻雀相手、歌（カラオケ・民謡等）、踊り（フラダンス・舞踊等）、楽
器演奏（三味線・大正琴・ギター等）、外出レクリエーション時の車いす介助 など

＊委託事業経理区分の内訳： 幼児ことばの教室運営費・福祉人材バンク運営費・母子家庭等自立支援センター運営費・音訳ボランティア育成事業　　＊指定管理事業経理区分の内訳： 帯広市グリーンプラザ管理
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帯広市成年後見支援センター「みまもーる」が開設しました

～財産に関すること～
・ もの忘れがあり、自分でお金の
管理ができない
・ 年金が本人のために使われてい
ない

～将来に関すること～
・ 身寄りがないので今後のことが不安
・ 自分に何かあったと
きに障がいのある
こどもの生活が
心配…。

　認知症、知的・精神障がいなどにより判断能力が不十分な方の「生活」や「財産」に関する不安や困りごとについて相談に応じ、
本人のさまざまな権利が守られ住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう「成年後見制度」や「日常生活自立支援事業」の
利用について助言や手続き支援を行います。

「品川区における市民後見人の取り組みと活動の支援」

概要：市民後見活動の現状と品川の取り組みについて

　病気や障がいなどにより、判断能力が十分でない方が、住み慣れた地域で
安心して生活ができるよう、本人に代わって福祉サービスの契約や財産管理
などの後見活動を行う「市民後見人」を養成する研修を開催します。研修で
は、制度の仕組みや市民後見人に必要な心構え・知識・実務を学びます。

〝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。

※ 駐車場が限られているため、会場までは出来る限り、
公共交通機関又は乗り合わせでお越し下さい。

●成年後見に関心のある方 ●市民後見人に興味のある方 ●社会貢献をしてみたい方 ●地域福祉に携わっている方

～契約に関すること～
・ 施設の入所を考えているが
一人で決めることが不安
・ 福祉のサービスを利用した
いが自分で契約の手続きが
できない

～制度の利用に関すること～
・ 成年後見制度を利用したいが手続
きが難しそう…。
・ 成年後見制度について
　くわしく知りたい。
・ 日常生活自立支援
事業についてよく
わからない

このようなことで困っていませんか？

帯広市成年後見支援センター「みまもーる」が相談に応じます。

講演会 市民後見人養成研修事前説明会

まずはご相談ください

☎0155-20-3225 月曜日から金曜日まで午前9時から午後5まで
（祝日および年末年始12月29日から1月3日は除く）

福祉フォーラム～新しい人の縁をつくる市民後見活動

社協フェスタ＆わいわいタウン帯広2014を開催します！！

日時 ： 6月29日（日）15：00～17：00　　場所 ： とかちプラザ　視聴覚室　　定員 ： 160名

とき ： 平成26年8月24日（日）10：00～15：00　ところ ： 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・参加申込み：帯広市成年後見支援センター「みまもーる」　☎２０－３２２５

問い合わせ：地域福祉課　☎２１－２４１４

講師：斎藤　修一　氏（品川成年後見センター所長）

参加無料です
ぜひご参加ください

お知らせ

？

～相談窓口～4月21日（月）  開設
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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　TEL 21－2414）

登録ホームヘルパー（パート）を募集しています会 員 入 会 の お 願 い
　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。

　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・研修会における講師派遣及び活動費）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。

　平成26年3月10日（金）より帯広市グリーンプラザ2階から1階に移転し
ました。
　東側駐車場入り口から入ってすぐの場所になりましたので、お子様連れの
方にもより利用しやすくなりました。室内は大きな窓がありますので明るい
空間です。

　相談スペース(左上写真)の横にキッズスペース(右上写真)もありますの
で、お子様と一緒に相談をすることができます。ぜひご利用ください！

開設時間 ： 平日9：00～17：30
※ 相談が重なる場合もありますので、前もってご連絡をいただけるとスム
ーズです。

会員区分 ●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

問い合わせ：在宅福祉課　☎２１－２６７７問い合わせ：総務課　☎２１－２４１４

問い合わせ：母子家庭等就業・自立支援センター　☎２０－７７５１ 問い合わせ：地域包括支援センター　☎２１－３２９２

ご協力ありがとうございました
平成25年12月～平成26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。

●有限会社村上金物店　　●個人　　2名

社協会員　新規入会者

●国立療養所帯広病院OB会　●藤寿会　●第26回友愛チャリティーショー実行委員会　●茶道裏千家淡交会帯広青年部
●檜の会　●東京海上日動火災保険㈱　●帯広仏教連合会・帯広仏教徒連合会　●ボーイスカウト帯広第７団
●平井音楽事務所　●帯広ボランティア連絡協議会　●チャーチル会帯広　●大和御詠歌北海道連合帯広支部
●大正ふれあいまつり実行委員会　●帯広刑務所　●帯広市わかば会　●NPO法人日本入れ歯リサイクル協会
●十勝民謡友の会連合会　●藤芳会　●個人4名

愛情銀行金銭預託

●あかしや中央町内会（リングプル） ●大空第18町内会（リングプル） ●帯広市こども課・障害福祉課・保護課・国保課・十勝環境複合事務組合くりりんセンター（使用済み切手）
●帯広市わかば会（使用済み切手） ●帯広東六条郵便局（使用済み切手） ●お茶の間わいわいくらぶ（リングプル） ●学習サークル・ハルニレの会（使用済み切手）
●啓西にこにこサロン（リングプル） ●広西親和会（使用済み切手・リングプル） ●国土交通省東京航空局帯広出張所（使用済み切手）
●市老連趣味の会カルタ部・囲碁部（リングプル） ●設備テック西尾（使用済み切手） ●柏林ハッピーサロン（使用済み切手） ●開西病院在宅ケアセンター（使用済み切手）
●北海道損害保険代理業協会帯広支部（シーツ・タオル） ●寿エコフレンズ（リングプル） ●西１０号ふれあいサロン（使用済み切手・リングプル）
●西帯ゆうゆうサロン（リングプル） ●帯広藤幼稚園（リングプル） ●東あいあいサロン（リングプル） ●南新和町内会（リングプル） ●明治安田生命相互会社（リングプル）
●豊栄老人クラブ（リングプル） ●帯広年金受給者協会（リングプル） ●株式会社総合設計（使用済み切手） ●ふれあい北サロン（使用済み切手・リングプル）
●個人（使用済み切手）6名 ●個人（リングプル）16名 ●個人（タオル）1名

愛情銀行物品預託

募  集  人  数 若干名
資　　　 格 ホームヘルパー（訪問介護員）２級以上・介護職員初任者研修
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･祝日や早朝･夜間は各250

円/ｈの割増加算あり） 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

友愛チャリティショー実行委員会様より
益金を預託

地域包括支援センターからのお知らせ母子家庭等就業・自立支援センターからのご案内

　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。

たとえば…
「介護保険の手続きがわからない。」
「最近、家族の物忘れが心配だ。どうしたらいいの。」
「一人暮らしで、最近お金の管理ができなくなった。」
「近隣の高齢者がきちんと生活ができているか心配。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  など
 相談は無料です。
　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
ー養成講座についてなど、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。

～高齢者に関する相談を受けています～

陶芸用粘土・釉薬、取扱い始めました。
事 務 機 器・ 情 報 機 器・ 福 祉 機 器


