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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/

帯広市社協
マスコットキャラクター
「ニコ、
ニッコ、
ニーコ」

「第15回すこやか農園」が開園!!
～農作業を通じ障害児（者）と農高生が交流～
障害のある人と帯広農業高校の生徒が農作業を通して交流する「第15回すこやか農園」
（社協主催）
の開園式が5月14日（土）、晴天の下、帯農高ほ場で行われ、約130人が参加しました。
同農園は、障害児（者）を持つ親の会4団体が参加するほか、帯農高、帯広中央ライオンズクラブ、
帯広市が協働して種植えから収穫までの農作業を通じ、障害児（者）の社会参加の促進を図り、ノ
ーマライゼーションへの理解を深める場として平成14年から毎年実施しています。
開園式後のくわ入れ式に続き、帯農高農業クラブ（磯谷大河会長）が中心となった同校生徒33人
が農作業の先生役となり、ジャガイモ、カボチャ、玉ねぎなどを参加者と一緒に植え付け、心地よ
い汗を流しました。また、作業後には綿あめやポップコーンの提供もあり、参加者と農高生が1年
ぶりの交流を楽しみました。
今後は、6月18日と7月17日に生育調査・交流会が、9月10日には収穫祭を予定しています。
▲農作業の説明をする農高の磯谷農業クラブ会長

▲農高生から植え付け作業の指導を受ける参加者

▲追いかけっこをする子どもたちと農高生

福祉職場説明会
〜未来の自分を見つけよう！〜
◆日

山の日）
時：平成28年８月11日（祝、

◆場

所：とかちプラザ 1階
ギャラリー・大集会室
容：人事担当者との個別相談・
就職相談（25法人参加予定）
込：不要、入退場自由

◆内
◆申

▲最後にみんなで記念撮影「ハイポ〜ズ！」

社協フェスタ &
わいわい タウン帯広2016

を開催します！

13：00～15：30

同日開催

多くの皆様に地域福祉のあり方や社会福祉協議会活動の理解と
関心を深めてもらうため、関係団体と共催して開催します。市内
の各福祉団体やボランティアグループが一堂に集まり、日頃の活
動の紹介やステージ発表、模擬店も予定しています。
皆様のご来場をお待ちしています。

就活応援セミナー

◆
◆
◆
◆

時 間：10：30 〜 12：00
場 所：とかちプラザ大集会室
テーマ：「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）
◆ 定 員：30名（事前申込必要）

と

き

平成28年8月21日（日）10：00〜
と

こ

ろ

帯広市グリーンプラザ
（帯広市公園東町3丁目９-1）

● 対象者：福祉職場に関心のある学生、一般の方
＊駐車場が限られているため、会場まではできる限り
公共交通機関または乗り合わせでお越しください。

● 参加費：いずれも無料

◆申込・問い合わせ／帯広市福祉人材バンク

☎２７−２５２５

◆問い合わせ／地域福祉課

☎２１−２４１４

▪3▪

No. 155

市民後見人としての成年後見業務

野

賢 さん

お気軽にご相談を！

入
支
出

議で楽しい世界をお届けしておりま
す。来年はこの祭典が10回目の節
目となることから、帯広市民文化ホ
ール小ホールでの開催を予定してい
ます。
行事、イベント等がありましたら
お気軽にお声掛けください。また、
十勝マジック愛好会では会員を募集
しております。ご興味のあるかた、
是非ご一報ください。
マジックは楽しいですよ！！
会長 根竹 勉

収

☎２１−３２９２

私たち十勝マジック愛好会は、
「会
員相互の親睦交流と長寿社会の生き
がいづくり」を目的に平成5年に設
立され、平成19年にボランテイア
団体として、帯広市社会福祉協議会
に登録されました。毎月二回の例会
で練習をして、福祉施設や保育園、
地域サロン等を慰問しています。
毎年3月には、子どもたちの居場
所作りと健全育成を目的に、親子一
緒に楽しみながら、世代間交流する
場と発表会を兼ねたマジックショ
ー「マジックの祭典」をグリーンプ
ラザで開催し、「アッと」驚く不思

出

◆問い合わせ／地域包括支援センター

〜マジックをとおした地域づくりを実践〜

収入 支

☎２０−７７５１

■名
称 地域包括支援センター 帯広市社会福祉協議会（北）
■所 在 地 帯広市西14条北1丁目1番地18 アディ14 A-1
■電話番号・ＦＡＸ 66-4535・66-4536

49

十勝マジック愛好会

目

施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
積立資産支出
事業区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)

（単位：円）

決 算
2,270,500
2,930,901
62,211,384
98,586,356
2,734,080
38,892,667
1,087,473
146,450,875
7,058,247
123,749
386,001
362,732,233
270,319,474
70,821,282
8,193,468
226,176
4,299,700
270,000
100,000
1,990,000
356,220,100
6,512,133
2,651,563
15,090
2,666,653
−2,666,653
2,500,000
244,544
1,748,160
4,492,704
1,330,543
2,083,498
3,414,041
1,078,663
4,924,143
210,088,978
215,013,121

平成28年度収支予算

出

「今年度最初のセミナーです。申込み、お待ちしております」

畑中社協会長・藤原センター長

広げよう
ボランティアの輪

科

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
利用者負担軽減額
助成金支出
負担金支出
指定預託金支出
貸付事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)

勘

VOL

定

前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)

支

◆日
時：平成28年7月22日（金）10：00〜12：00
◆場
所：帯広市グリーンプラザ 1F 会議室B・C（公園東町3丁目9-1）
◆テ ー マ：ライフ＆マネーセミナー
「あなたのライフプラン、今のままで大丈夫？」
◆定
員：20名
◆対 象 者：十勝管内のひとり親家庭のお母さん・お父さん
◆参 加 費：無料
◆そ の 他：託児あり（事前予約必要）
◆申込締切：開催日の前日（個別相談、託児の利用は3日前まで）

支援センターに加え、川北圏域に
センターのサテライト事業所を開
設しました。
皆さまのより身近な相談窓口と
し て、 地 域 で 暮 ら す 高
齢者の皆さまが住み慣
れた地域で安心して生
活することができるよ
う、 さ ま ざ ま な サ ー ビ
ス の 利 用・ 調 整 な ど き
め細かい支援に取り組
みます。
地域の皆さまのお役
に 立 て る よ う、 職 員 一
同精一杯努力して参り
ま す の で、 お 気 軽 に ご
左から鹿又ケアマネ・小野寺ケアマネ・高橋社会福祉士・
相談をお寄せください。

薬物依存症を抱える方やその家族に対して、回復を支援し薬物乱用の予防・
普及啓発、相談援助を行い、健全な社会生活と地域福祉の増進に寄与するこ
とを目的に活動しています。
28年度の助成事業は、薬物問題を抱える当事者や家族、地域住民へ、回復
プログラムを通じての体験発表や講演を行ない、薬物依存症とその危険性を
訴えるとともに、身近な問題であることを伝える活動を行なっております。

入

サテライト事業所がオープン

特定非営利活動法人とかちダルク

収

地域包括支援センター

支出

4／21㈭

入

◎帯広グルッペ手話の会 ◎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」 ◎帯広更生保護女性会
◎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
◎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
◎WEWとかち ◎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 ◎日本オストミー協会とかち帯広支部
◎心身障がい児（者）作品展示即売会運営委員会
◎北海道自閉症協会十勝分会 ◎とかちダルク

収

◆助成団体 ………16団体（21事業）

その他の活動による収支

～就業支援セミナーを開催します～

▲音楽に合わせて体操をするサロン参加者

施設整備等に
よる収支

母子家庭等就業・自立支援センターからのお知らせ

▶地域交流サロン事業
▶小地域ネットワーク活動推進事業
▶ボランティア活動推進･育成事業
▶障がい児(者)余暇活動支援事業
▶独居高齢者いきいき交流会事業
▶社協だよりの発行

福祉団体等が実施する福祉研修・交流会のほか、障がい者な
どの当事者またはその家族や支援団体などが行う福祉向上を目
的とした活動費等に助成しています。

地域包括支援センター帯広市社
会福祉協議会では相談窓口の利便
性を高めるため、現在グリーンプ
ラザ内に設置しています地域包括

※詳細は、
平成28年7月頃、
帯広市社会福祉協議会ホームページに掲載予定です。

社会福祉協議会が実施する各種地域福祉事業に活用しています。

支出

……………… 988,000円

………………………… 4,556,238円
収入

地域福祉活動への助成金

出

生活困難世帯への義援金として活用しています。

１．日

◆申込・問い合わせ／母子家庭等就業・自立支援センター

………………… 1,398,000円

支

程：平成28年10月（土・日を中心
に、１ヶ月間実施の予定です）
２．時
間：9：30 〜 16：10
（カリキュラムの内容によっ
て多少変更となります）
３．場
所：帯広市グリーンプラザ
４．募集人数：40名以内

要援護者の支援事業

入

市民後見人養成研修を開催します！

▶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活用しています。
▶火災などによる災害被災者への見舞金支給として活用してい
ます。

地域の福祉事業

収

平成28年度

支援活動可能
な方大歓迎!!

……… 9,399,386円

事業活動による収支

◆問い合わせ／帯広市成年後見支援センター ☎２０−３２２５

道内の福祉向上・運動の推進

助成のあらまし

施設整備等に

帯広市成年後見支援センターでは、釧路司法書士会・リーガルサ
ポート釧路支部、北海道社会福祉士会十勝地区支部の各団体と共催
で、成年後見制度にかかる無料相談会を開催します。
認知症や知的・精神障がい等により、判断能力が不十分な方、将
来判断能力が低下したときのことが心配な方など、さまざまな方の
ご相談に応じます。
ご本人、ご家族のほか、どなたでもお気軽にお越しください。
日 時：平成28年9月19日㈪ 敬老の日 10：00〜14：00
場 所：帯広市グリーンプラザ 成年後見支援センター「みまもーる」

平成28年度分

その他の活動による収支

成年後見制度にかかる無料相談会

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。

ご協力ありがとう
ございました。

よる収支

体調が思わしくなく、入退院を繰
り返し、ようやく落ち着いたと思
っていた矢先に、容態が急変しお
亡くなりになりました。
後見人の業務は、被後見者の死
亡により、終了します。
自分は「この人に何ができたの
だろうか」
「後見支援員として役目
を果たしていたのだろうか」など
と思うこともありましたが、生活
の場所の変更に伴う契約解除や新
しい契約締結などを通して成年後
見人としての役割を発揮できたよ
うな気がします。
専門員に処理を委ねる業務もい
くつかありましたが、後見業務の
一端を担いながら、その内容を垣
間見ることができました。
現在は、２名の方の後見業務に
携わっていますが、認知症高齢者
や障害を持った方々の権利や生活
を守り、地域の中で暮らすお手伝
いができるよう、そして、理解者
を増やしていくことができるよ
う、今後は更にしっかりと関わっ
ていきながら、微力ですが役立つ
存在になりたいと考えています。

平成２７年度 赤い羽根・歳末たすけあい募金
善意の総額は １６，
３４１，
６２４円

勘

事業活動による収支

私が12年前から取り組んできた
介護保険事業は、生活そのものを
支援する制度ですが、その人の 人
となり をサポートするのが成年
後見制度です。
当初は良く分からずに「何かに役
立ちそう」「資格がなくても取り組
めそう」と、帯広市が実施した第１
回目の養成講座を受講しました。
受講後、平成26年に開設された
帯広市成年後見支援センターの支
援員として登録し、早速、活動す
ることになりました。
業務の内容で分からないところ
は、専門員の指導を受けながら一
緒に活動することで、少しづつ慣
れていくことができました。初め
てご本人とお会いするときは、緊
張のあまり、ほとんどお話ができ
ず、ご本人も「どこの誰がきたも
のか」と警戒されている様子で、
うまく付き合っていくことができ
るのかと不安がよぎりました。し
かし、何度か訪問するうちに警戒
感も薄らぎ、ホッとしました。
その後、ご本人の状態もあって、
施設に移りましたが、その頃から

平成27年度収支決算

共同募金運動にご協力ありがとうございました

法人後見支援員のご紹介
倉
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定

科

目

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
事業活動収入計(1)
人件費支出
事務費支出
事業費支出
利用者負担軽減額
助成金支出
負担金支出
指定預託金支出
貸付事業支出
事業活動支出計(2)
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)
施設整備等収入計(4)
固定資産取得支出
施設整備等支出計(5)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
事業区分間繰入金収入
拠点区分間繰入金収入
サービス区分間繰入金収入
その他の活動収入計(7)
基金積立資産支出
積立資産支出
事業区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金支出
その他の活動支出計(8)
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)
予備費支出(10)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)

前期末支払資金残高(12)
当期末支払資金残高(11)+(12)

（単位：円）

合 計
2,500,000
3,226,000
62,411,000
96,772,000
7,426,000
40,696,000
620,000
141,560,000
6,720,000
147,000
409,000
362,487,000
278,677,000
78,976,000
9,335,000
300,000
4,390,000
370,000
141,000
5,576,000
377,765,000
−15,278,000
2,595,000
2,595,000
−2,595,000
6,434,000
180,000
369,000
14,002,000
11,729,000
32,714,000
1,298,000
2,114,000
369,000
14,002,000
11,729,000
29,512,000
3,202,000
−14,671,000
213,909,000
199,238,000
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会員入会のお願い

在宅で生活をされている高齢者や障がいのある人の日常生活のサ
ポートをする仕事です。

社会福祉協議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っています。
また、本年度は障害者福祉事業や高齢者事業（いきいき交流会）、広
報活動などの地域福祉の充実に活用されます。
個人・団体・法人などの皆様には、会員として本会の事業にご 理解、
ご支援くださいますよう、会員入会についてご協力をお願いいたします。

募集要件

登録ホームヘルパー募集
募集人員 ／若干名
資
格 ・介護職員初任者研修修了者
（旧訪問介護員養成研修2級課程修了者以上）
勤務日・時間 ・日曜日〜土曜日で午前7時〜午後8時のうち、ご都合
に合わせて働くことができますので、
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/時間の割増加算あり）
・勤務に伴う移動経費の支給及び被服貸与します。
選考方法 ・書類選考及び面接

5年4ヶ月

7年8ヶ月

3ヶ月

1年6ヶ月

入会期間
期間は1年間(4月〜翌年3月)となっています。
入会区分
個人会員(年会費)
団体会員(年会費)
法人会員(年会費)

1口
500円
1口 1,000円
1口 5,000円

すでにご入会いただいている場合…

私たちと一緒に働きませんか!!
◆問い合わせ／在宅福祉課

☎２１−２６７７

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
下旬にご案内いたします。本年度もご協力お願いいたします。

◆問い合わせ／総務課

☎２１−２４１４

ご協力ありがとうございました
平成27年12月〜平成28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
保護の観点からご了承いただいた人以外の個人名は記載しておりません。

社協会員

新規入会者

●株式会社終活整理まごころ

●株式会社アベ

愛情銀行の金銭預託

帯広市わかば会様より金銭預託と使用済み切手贈呈

●医療法人社団高木皮膚科診療所 ●髙木健揚 ●十勝ダンススポーツ協会 ●檜の会 ●㈱帯広緑化振興公社 ●藤寿会
●チャーチル会帯広 ●第28回友愛チャリティーショー実行委員会 ●開明町内会婦人部 ●茶道裏千家淡交会帯広青年部
●ボーイスカウト帯広第７団 ●藤芳会 ●平井音楽事務所 ●帯広ボランティア連絡協議会 ●26区納税貯蓄組合 ●岡山県人会
●帯広市わかば会 ●大正ふれあいまつり実行委員会 ●春光翼会 ●他個人1名

愛情銀行の物品預託
●帯広市わかば会（使用済み切手） ●帯広第一病院医療連携室（使用済み切手） ●帯広身体障害者福祉協会（使用済み切手）
●帯広市保護課・障害福祉課・水道課・資産税課・環境都市推進課・組合書記局・納税課（使用済み切手）●帯広市保健福祉部（リングプル）
●帯広北高等学校ボランティア局（使用済み切手） ●ハルニレの会（使用済み切手） ●道社協地区事務所（使用済み切手）
●介護予防自主サークルハッピー依田（使用済み切手） ●帯広市総合案内（使用済み切手・リングプル）
●明治安田生命（使用済み切手・リングプル） ●広西親和会（使用済み切手・リングプル）
●東北地区老連友愛委員会（使用済み切手・リングプル） ●柏林ハッピーサロン（使用済み切手・リングプル）
●森の子保育園（リングプル） ●帯広慈光学園（リングプル） ●稲田町内会（リングプル） ●ふれあい北サロン（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） ●北親ふれあいサロン（リングプル）
●南新和町内会（リングプル） ●お茶の間わいわいくらぶ（リングプル） ●ワークセンターはまなす（リングプル）
●ＭＯＡインターナショナル北海道・帯広（リングプル） ●南の森西七町内会（リングプル） ●東あいあいサロン（リングプル）
●北海道銀行帯広支店（リングプル） ●啓西にこにこサロン（リングプル） ●㈱設備テック（リングプル）
●あかりデイサービス（リングプル） ●あじさい３・２サロン（リングプル） ●帯広市グリーンプラザ（リングプル）
●北海道コカコーラボトリング㈱（清涼飲料水） ●個人１名（紙パンツ） ●個人１名（絵本） ●個人１名（タオル）
●個人１名（使用済みタオル（雑巾）） ●個人10名（使用済み切手） ●個人30名（リングプル）

広

装

会

帯

塗

員

信頼を誇る
術と
店
技

工業協同組

合

住宅・マンションの塗替え
リフォーム工事のご用命は
このマークを目印に

帯広塗装工業協同組合会員へ
帯広塗装工業協同組合

帯広市公園東町３丁目11番地６

電話（0155）２２−７７７０

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。

快適オフィスを創造する…

〒080-0025 帯広市西15条南28丁目1番地
TEL（0155）47-2111㈹ FAX（0155）47-4002

◆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）

