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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」

赤い羽根共同募金運動に
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26年10月1日〜12月31日
今年で68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。

募金の使われ方

募金方法

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。
団体名
キッチンハウスあしたば
共同作業所コロポックル帯広
北海点字図書館

平成

帯広市社会福祉協議会

年度の募金による助成結果
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北海道民生委員児童委員連盟帯広支部
帯広更生保護女性会
帯広市女性保護の会
帯広グルッペ手話の会
帯広手話サークル「手と手」
大正地区ノーマライゼーション推進委員会
十勝地区里親会
帯広心身障害者（児）育成会
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
帯広地区ことばを育てる親の会
帯広市手をつなぐ育成会 ワークセンターはまなす
帯広地区保護司会
食と健康支援ネットワーク
とかちダルク
北海道自閉症協会十勝分会
日本オストミー協会とかち帯広支部

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・10日・11日・12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かけます。
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

事業・購入品目
ルームエアコンの購入
デスクトップパソコン・プリンター購入
車両購入事業 アルトセダンエコ
広報紙「社協だより」発行等広報活動事業
独居高齢者いきいき交流会事業
ボランティア活動推進事業（モデル校指定・養成講座）
地域福祉推進事業（地域交流サロン・小地域ネットワーク事業）
生活困難世帯見舞金
民生委員児童委員地域福祉活動推進事業
更生保護研修・援護事業
社会環境浄化啓発運動・研修会参加事業
防災体験研修・手話普及体験・パソコン購入事業
研修会参加・手話技術向上研修事業
大正地区ノーマライゼーション推進事業
里親激励のつどい（里親研修事業）
帯広市福祉大運動会・育成会だより発行事業
全国全道障がい者スポーツ大会参加･身障者福祉大会参加事業
心身障がい児（者）作品展示即売会
親子活動体験事業
生活支援事業（掃除機の購入）
児童・青少年の健全育成と非行防止事業
食と健康支援ネットワーク事業
薬物依存症回復支援セミナー
自閉症スペクトラム学習会
オストミートイレの施設設置マップ・チラシの作成と対象者の生活利用向上調査

助成額（円）
200,000
110,000
600,000
1,076,657
570,000
907,500
800,000
1,500,000
150,000
50,000
30,000
88,500
80,000
50,000
10,000
80,000
200,000
50,000
25,000
40,000
50,000
50,000
41,000
150,000
50,000

赤い羽根「寄附金付きピンバッジ」
寄附金付きピンバッジ募金とは・・・

昨年のさくら保育園児による
街頭募金

「社会福祉法人ほくてん北海点字図書館」へ
車両購入費として助成

問い合わせ：帯広市共同募金委員会

☎２１−２４１４

共同募金委員会では、新しい募金のかたちとしてばんえい競馬のキャラ
クター『リッキー』とコラボして、馬の蹄鉄をあしらったデザインと、赤
い羽根を持って飛んでいるデザインの2種類のピンバッジを各1,500個限
定で作成しました。1個500円でピンバッジを差し上げ、製作費を除いた
全額が募金となり、帯広市の福祉活動を支援するために活用されます。
社会福祉協議会の窓口のほか、競馬場内や隣接する「馬の資料館」をはじ
め、空港内レストラン「ハートフィールド」や駅内十勝観光情報センターの窓
口でも設置していますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

（縦24mm×
横19mm）

（縦21.2mm×
横29.5mm）
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地 域 交 流 サロン

ボラン ティア 募 集

帯広市内在住の人で、お住いの地区から一番近い「地域交流サロン」にボランティアスタッフとして参加してみませんか？
ボランティア活動が未経験の人も、まずはお気軽に下記に記載の各サロンへお越しください。
＊地域交流サロンとは、地域にお住いの誰もが気軽に参加でき、交流や親睦を深め楽しく触れ合うことができる場です。高齢者だけでなく、障がいをお持ちの人、子育て中
の人など帯広市民ならどなたでも参加でき、多世代の交流が深まります。

帯広市社会福祉協議会登録地域交流サロン一覧表（平成２６年度）
サロン名

開設日時

お茶の間わいわいくらぶ 毎週水曜日
1
代表：山口 智恵子
13：00〜16：00

開設場所
若葉福祉センター
（西17条南5丁目）

サロン名

開設日時
第2・第4金曜日

ひまわりサロン
15
代表：林 眞市

開設場所

4〜9月／14：00〜16：30
10〜3月／13：30〜16：00

新稲田町内会館
（西7条南40丁目41-15）

2

ふれあいつつじサロン 毎週金曜日（第5金曜日は休み） つつじが丘福祉センター
代表：佐々木 伸枝
9：30〜11：30
（西24条南3丁目）

16

サロンあかしや
代表：平林 孝之

第2・第4月曜日
13：00〜16：00

アビタあかしやⅡ 101号室
（西16条南6丁目13-6）

3

西帯ゆうゆうサロン
代表：中尾 悦子

17

コスモスサロン
代表：野々村 和子

第1・第3火曜日
13：00〜15：30

コスモス福祉センター
（西20条南3丁目）

4

おおぞら ほっと・ホット 毎週水曜日
代表：久保 紀子
13：30〜15：30

大空会館
（大空町12丁目）

18

きばらしサロン
代表：朝日 照夫

毎週水曜日（第5水曜日は休み） きばらしサロン
13：00〜15：00
（西16条北1丁目第2白すみれハイツ）

5

西10号ふれあいサロン 第1・第3金曜日
代表：佐藤 宣之
13：30〜15：30

西10号会館
（西21条南2丁目）

19

なごやかサロン
代表：高嶋 久聲

第2・第4水曜日
13：30〜15：30

東コミュニティセンター
（東7条南9丁目）

6

東あいあいサロン
代表：小室 和子

20

清川ふれあい広場
代表：河瀬 勝郎

第2・第4水曜日
9：00〜12：00

清川小学校 地域ふれあい館
（清川町西3線127番地）

7

大正・愛国ほのぼのサロン 第1・第3金曜日
代表：笹金 くに子
13：30〜16：00

大正トレーニングセンター
（大正町西1条1丁目）

21

サロンときわ
代表：上野 保男

第2・第4木曜日
13：30〜15：30

自由が丘福祉センター
（自由が丘3丁目）

8

啓西にこにこサロン
代表：坂本 繁雄

第2・第4水曜日
13：30〜15：30

啓西福祉センター
（西19条南2丁目）

22

白樺ふれあいサロン
代表：加瀬谷 敏男

第1・第3水曜日
13：00〜15：00

地域交流センターふるさと
（白樺16条東5丁目10）

9

北親ふれあいサロン
代表：岡本 金吾

第2・第4木曜日
13：00〜15：30

北親福祉センター
（西7条北6丁目）

23

南の森サロン
代表：小林 孝子

第1・第3木曜日
13：30〜15：30

みなみ野福祉センター
（南の森東2丁目）

10

ふれあい北サロン
代表：中岡 昌子

第1・第3木曜日
13：30〜15：30

北福祉センター
（西4条北2丁目）

24

緑南さわやかサロン
代表：尾張 裕子

第1日曜日
13：30〜15：30

緑南福祉センター
（南町18-1）

11

光南ほほえみ倶楽部
代表：本間 悦子

第2・第4木曜日
9：30〜11：30

光南福祉センター
（東7条南21丁目）

25

サロンつどい
代表：吉村 淑子

第2・第4金曜日
13：30〜15：30

きぼう福祉センター
（西20条南5丁目36-18）

12

緑栄ゆうあいサロン
代表：嶋崎 秀司

第2・第4木曜日
13：30〜15：30

緑栄福祉センター
（西9条南28丁目）

26

さろんほくえい
代表：鈴木 捷三

第2・第4月曜日
13：00〜15：00

北栄福祉センター
（西11条南2丁目11）

13

柏林ハッピーサロン
代表：野田 武美

第2・第4火曜日
13：30〜15：30

柏林台福祉センター
（柏林台南町6丁目1−3）

27

あじさい3・2サロン
代表：築地 正江

第1・第3土曜日
13：00〜15：00

築地宅 ※9/20開設
（西3条南2丁目6）

14

栄いいともサロン
代表：髙橋 敏雄

第1・第3木曜日
13：30〜15：30

栄福祉センター
（西17条北1丁目55）

毎週木曜日（第5木曜日は休み） 西福祉センター
13：00〜15：30
（西23条南1丁目）

毎週火曜日（第5火曜日は休み） バラト福祉センター
13：30〜15：30
（東13条南6丁目）

問い合わせ：地域福祉課

広げようボランティアの輪
VOL.42

帯広手話サークル「手と手」

手話大好きな仲間が集まり、みんなで運営しています。ろう者もたく
さん通って来てくれています。手話技術の学習だけでなく、お花見・ク
リスマス会などのサークルの行事やろう者協会との交流を通して「聞こ
えない事って？」「聞こえない事によって生じる様々な問題」を知り、
共に考え、活動しています。「手と手」は、今年創立20周年を迎えます。
途切れず続けてこられた事は諸先輩方と、根気よく指導にあたってくれ
るろう者のおかげと感謝しつつ、これからも障害のあるなしにかかわら
ず誰もが幸せに暮らせる社会を目指して頑張っていきます。皆さんも「手
と手」の仲間になって一緒に活動をすすめていきませんか？
会長 佐野つや子
活動日：毎週水曜日 午前10時〜12時
場 所：帯広市グリーンプラザ

＊いずれのサロンも、参加費は1回100円です。
地域交流サロン事業費の一部に共同募金の助成金をあてています。

☎２１−２４１４

広げようボランティアの輪
VOL.43

帯広グルッペの会

私たちは、手話を通して地域の聴覚障害の方たちと共に昭和45年か
ら活動を続けているボランティア団体です。
「グルッペ」とはドイツ語で「仲間」という意味です。互いに助け合
い支え合いながら、みんなが平等に安心して暮らせる社会をめざし、地
域に根ざした活動・交流を行っています。
一度見学に来てみませんか？見学は自由です。経験がなくても大丈
夫！地域に住むろう者の方々から生きた手話を学び、共にいろいろな活
動や行事をします。
会長 内山信美
活動日：毎週水曜日 午後7時〜9時
場 所：帯広市グリーンプラザ
あなたも仲間に
なりませんか？

いつでも見学に
来てくださいね！

（写真は、8月20日

グリーンプラザ正面玄関）

（写真は、平成25年12月クリスマス会）

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！
【就活応援講習会】
「悩んでいるならまず聴こう！福祉施設のあれこれ②」
5法人（予定）担当者による施設の概要、人事に関する講話
平成26年11月29日（土）9：30〜12：00
帯広市グリーンプラザ

申込・問い合わせ：帯広市福祉人材バンク

☎２７−２５２５

【福祉職場説明会】
◆午前の部：説明会直前！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」
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）
平成26年12月28日（日）10：30〜15：30
とかちプラザ
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いきいき交流会が開催されます
＊＊＊いきいき交流会日程表＊＊＊
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、昼食などをご用意
しています。
お食事メニューは豚汁、おにぎり、和え物の予定です。
※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。
参加対象になる人
市内に在住している65歳以上のひとり暮らしの人

日

程

会

場

住

所

11月 5日 (水) 啓北コミセン

西13北2

11月 6日 (木) 鉄南コミセン

西2南24

11月10日 (月) 南コミセン

西10南34

11月13日 (木) 東コミセン

東7南9

11月14日 (金) 生活館

柏林台東町

11月17日 (月) 西帯広コミセン

西23南2

11月18日 (火) 大空会館

大空町12

11月21日 (金) 緑西コミセン

西17南4

11月25日 (火) 帯広市グリーンプラザ

公園東町3

11月26日 (水) 大正農業者トレーニングセンター 大正本町西1
6月

啓北コミセン

6月

西帯コミセン

教育支援資金のご紹介
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、詳しくはお問い
合わせください。

就学支度費

問い合わせ：地域福祉課

☎２１−２４１４

ご存知ですか

帯広市成年後見支援センター「みまもーる」のこと
隣のひとり暮ら
しの高齢の女性
が、最近訪問販売
の被害をうけて
いるようだ…。

伯父に認知症状が
みられるが、子供と
は疎遠のようだ…。

独身の 70代の友人
が、
「今は元気だが、
将来認知症になっ
てしまったら」と
心配していた…。

教育支援費

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）

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 500,000円以内
◎2月末までに申し込みください。

※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

あなたの周りにこんな方はいませんか
「みまもーる」では、認知症や知的・精神障がいなどにより判断能力が
不十分な方や、将来判断能力が低下した時のことが心配な方の相談に応
じ、住み慣れた地域で安心して生活できるよう「成年後見制度」や「日
常生活自立支援事業」の活用についてお手伝いします。まずは「みまも
ーる」にご相談ください。

開設時間

午前9時〜午後5時

相談は無料です

※出前講座も行いますのでご相談ください。

問い合わせ：帯広市成年後見支援センター「みまもーる」

返済方法

地域包括支援センターからのお知らせ

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

留意事項
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

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）
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。）
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。
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。
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。
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。
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カ月以上かかる場合があります。）

問い合わせ：総務課

☎２０−３２２５

☎２１−２４１４

高齢者を狙った消費者被害にご注意を！
最近、悪質商法によりひとり暮らしや高齢者の
みの世帯が巻き込まれるといった消費者トラブル
が増えています。
言葉巧みに必要と思われない布団を次々に買わ
された、宝くじの当選番号を教えると持ちかけら
れたなど、高額な被害に遭われた事案の相談が地
域包括支援センターに寄せられています。
悪質商法で困ったときは、一人で悩まずに帯広市消費生活アドバイ
スセンター（電話番号：22-8393）に連絡してください。
また、不審な人の出入りが増えた、ひとり暮らしで心配、認知症な
どの物忘れがあるなど地域に気になる高齢者がいる場合には、地域包
括支援センターにお気軽に相談してください。
※市内には社協のほか3ヵ所の地域包括支援センター（至心寮・愛仁園・けいせ
い苑）がありますので、お住まいの圏域の地域包括支援センターへお問い合わ
せください。

問い合わせ：地域包括支援センター

☎２１−３２９２
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平成27年度助成事業募集案内
〜地域福祉活動助成事業〜
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ないます。今年度も平成27年度助成事業の申し込み受け付けを行ないます。

◇募

集

期

間：平成26年11月4日 (火) 〜 12月19日(金)

◆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。

◆助成事業の実施期間 ：平成27年4月1日〜平成28年3月31日
◆助成の対象となる事業

◆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。

・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

なお、様式はホームページからもダウンロード
できます。

・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

http://www.obihiro-shakyo.jp

・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

問い合わせ：総務課

検索

☎２１−２４１４

登録ホームヘルパー（パート）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・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。

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。

●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

件

５００円

要

●個人会員（年会費）1口

集

会員区分

募

会員入会のお願い

☎２１−２４１４

募 集 人 数
資
格
営 業 日
営 業 時 間
勤務日・時間

若干名
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
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。
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

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
社協会員

平成26年8月〜平成26年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。

新規入会者

●川田工業株式会社

●個人

1名

愛情銀行金銭預託
●帯広中央ライオンズクラブ
●帯広信用金庫
●帯広仏教連合会
●帯広のまつり推進委員会
●帯広市青少年育成者連絡協議会
●かえで町内会
●松緑神道大和山帯広教区
●井原恭子
●田原寛喜

愛情銀行物品預託
●あかしや中央町内会（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）
●西10号ふれあいサロン（リングプル）
●帯広市保護課（使用済み切手）
●上井健（ストーブ・発電機）
●越谷幸雄（紙おむつ）
●なごやかサロン（リングプル）
●ヘルスインターメソッド株式会社（車椅子）
●個人（リングプル）6名
●個人（使用済み切手）5名

ُٳǛᏢ
ǵǤȇǣȳǰƴ

樹脂サイディングは超長持ち３０年保証
外壁リフォーム失敗しない３つのコツ !

コーキングレス コーキング不使用で、施工後のメンテナンスが不要 !
美しさ保持

塗り替えは不要！長期間美しさを保ちます !

経

一般的な外壁工事に比べ１０年毎の補修費が不要！

済

まずは無料でご相談・お見積り

☎ 0155-26-1007
帯広市西 5 条南 31 丁目 1-50
ホーム創建

検索

施工事例満載！

リフォーム前

性

30 年メンテナンス
不要の外壁に
リフォーム！

リフォーム後

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）

