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地域交流サロンの活動紹介
〜 福祉のまちづくりを目指して 〜

もっと地域とつながろう
歩いて行ける場所に定期的に集い、世間話をしたり、健康体操やレ
仲間に囲まれて、いきいきと安心して暮らしていける、困ったときは
クリエーションなどを地域住民が主体的に企画運営するのが、地域交 「地域住民同士が互いに支え合う」、そんなまちづくりを目指して、帯
流サロンです。現在市内には30カ所のサロンが開設されており、生き
広社協では「地域交流サロン事業」を推進しています。
がいづくりや仲間づくり、情報交換の場として活発に活動しています。
子どもからお年寄りまで、だれもが気軽に集える場=サロンへ、ぜ
サロン活動を一つのきっかけとして、いつまでも住み慣れた地域で
ひ一度お立ち寄りください。
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▲社協職員の出前講座による「ふまねっと運動」
（柏林ハッピーサロン：柏林台福祉センター）
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▲開設600回記念で、
食事をしながら思い出話に花を咲かせる皆さん
（お茶の間わいわいくらぶ：若葉福祉センター）
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▲5周年記念のお祝いでフラダンスを披露する皆さん
（なごやかサロン：東コミュニティセンター）

▲サロンの運営を支えるボランティアスタッフの勉強会
（グループに分かれて情報交換：グリーンプラザ）

地域交流サロンでは、随時、ボランティアスタッフを募集しています。ご興味のある方は、ぜひ
地域福祉課までお問い合わせください。お待ちしてま〜す。
◆問い合わせ／地域福祉課

☎２１−２４１４
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法人後見支援員のご紹介

平 成 2 8 年 度

少しでもお役に立てれば…の思い
工
実家の母が認知症の診断を受けたため、
裁判所に法定後見の申立を行い、10年程
母の保佐人として活動をしてきました。
そして、
その母が逝って、今年で７年目を
迎えます。
当時は、
「みまもーる」は無く、
銀行での対
応にも時間がかかり、
目の前の一つ一つの
ことを片付けるのに必死でした。
夫の両親とは最初から同居で、母が逝っ
た後、
「夫の両親のときは、
もう少し分かった
上で」と思っていた矢先に、
市民後見人講座
の一期生募集を知り、体系的に勉強をした
いと思い受講しました。
最初は、支援活動のお手伝いまでは考え
ていませんでした。
しかし、
受講料が「無料」で、
たくさんの資
料も手元に残った上で、
「勉強させていただ
きありがとうございました。」では申し訳な
い、少しでもお役に立てればと思い「みまも

平成28年度

藤
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子 さん

ーる」に登録しました。
昨年、
被後見人の方と接する中で、
その方
を守るために、
たくさんの方々が関わってい
ることを改めて感じました。
そして、
ご本人が少しでも心穏やかに過
ごしてくださればと思っていたのですが、
残
念ながら出会って１年経たずに、
お亡くなり
になられました。後見業務は、亡くなられた
時点で終了となりますが、
最後まで見送りを
させていただきました。
現在は、二人目の方の後見をしています
が、面会日を楽しみにされ、私の名前もしっ
かり覚えてくださっています。
経験の浅い、何とも頼りない支援員です
が、
私なりに日々のニュースや活字の拾い所
が違ってきたように感じています。
今後も少しでも市民後見人のお仲間が
増え、的確な支援に務め、皆様のお役に立
てればいいなと思っております。

障がい児
（者）
余暇活動支援事業のご案内

支援員が不足しており、多くの皆
様の研修への積極的な応募をお待ち
しています。（受講料無料）

4 ゲレンデスキー教室
5 かんたんパステル画教室

1月 6日
（金）、
1月 9日
（月）
2月開催予定

赤い羽根共同募金
ウィー

WEWとかち

所：グリーンプラザ
または帯広市役所
４．定 員：40名
（定員になり次第締め切ります）

市民後見人養成研修を受講済の皆様へ
〜法人後見支援員登録のお願い〜

▲法人後見支援員の活動の様子

◆問い合わせ／帯広市成年後見支援センター ☎２０−３２２５

就業支援講習会（パソコン講習）
内

容

定

9月29日（木）

Word基礎

10名

9月30日（金）

Word応用

10名

10月27日（木）

Excel基礎

10名

10月28日（金）

Excel応用

10名

員

申込締め切り

定員になり次第
締め切ります

9月26日（月）

会場未定

地域包括支援センターでは、帯広市の委託を受けて「家族介護者リフレッ
シュ事業」を行います。高齢者を在宅で介護しているご家族の労をねぎら
い、介護から一時的に離れて気分転換することや自宅で介護しているご家
族の情報交換や交流を通じて、介護者自身の心身の元気回復を目的として
います。
参加対象／市内在住の65歳以上の要支援および要介護認定を受
けている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28年10月12日（水）10：00〜15：30
場
所／十勝川温泉 第一ホテル
参加定員／15名（前年度参加していない人が優先）
参 加 費／無料
集合場所／帯広市役所（西5条南7丁目）

▲ハンドサイクルの試乗体験

をあしらったシンプルなデザインの
２種類のピンバッジを各1,500個限
定で作成しました。
社会福祉協議会の窓口のほか、帯
広競馬場内リッキーハウスや隣接す
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
ＪＲ帯広駅２階十勝観光連盟の窓口
にも設置しています。皆様のご協力
をよろしくお願いいたします。

▲車椅子バスケでゴールを
狙う参加者

☎２１−２４１４
28年度の助成事業は、子どもの持つ特性を
理解し、子どものほめ方や伝え方など具体的
な子どもとの接し方を学ぶことにより、子育
てのストレスを減らし日常生活がより穏やか
におくれ、子どもが健やかに成長するように
親をサポートする事業として「ペアレントト
レーニング講座」を実施しています。

広げよう
ボランティアの輪
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帯広南商業高等学校ボランティア部
〜 絶えず新しい活動に挑戦中 〜

私たち帯広南商業高等学校ボラン
ティア部は昭和41年に社会研究部
として発足して以来、これまで様々
な分野の奉仕活動やボランティア活
動をしてきました。私たちはボラン
ティア活動をとおしていつも新しい
出会い、新しい発見を大切にしてい
ます。
地域に根差した活動としては、近
隣の小学校の学童クラブのお手伝い
を始め、動物園やグリーンパークの
清掃なども行っています。帯広市社

会福祉協議会に寄せられるリング
プルの整理のお手伝いや共同募金会
の赤い羽根街頭募金などは毎年継続
して行っており、一昨年表彰もいた
だきました。また、近年、震災の被
災者支援のボランティアを行ってお
り、昨年は福島の小学生との交流会
を行いました。今年はミニキャンド
ルの販売で東北や熊本地震の被災者
支援を行っています。今年の社協フ
ェスタ＆わいわいタウンでも出店を
する予定です。

▲福島の小学生を招いての交流会

▲街頭で募金活動をする部員の皆さん

※本会以外の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)
においても、それぞれの日程で家族介護者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への申し込みが可能です。

◆問い合わせ／帯広市共同募金委員会（担当：総務課） ☎２１−２４１４

期

11月

ひとり暮らし高齢者

「いきいき交流会」

市内で在宅生活している65歳以上のひとり暮らしの方を対象に、今年２
回目の「いきいき交流会」を開催します。
町内会や民生委員児童委員、地域交流サロンの皆さんなどの協力をいただ
き、お話交流や介護予防のお話し、ゲーム、お食事などを用意してお待ちし
ています。
高齢者同士やボランティアスタッフと交流を深めましょう。
申し込みは不要です。直接、会場にお越しください。
＊開催時間はいずれの会場も10時〜13時（予定）
日
程
10月31日 (月)
11月 2日 (水)
11月 9日 (水)
11月11日 (金)
11月14日 (月)
11月17日 (木)
11月18日 (金)
11月22日 (火)
11月24日 (木)
11月25日 (金)
11月28日 (月)
11月29日 (火)
11月30日 (水)

会
場
東コミセン
啓北コミセン
西帯広コミセン
大空会館
南コミセン
緑西コミセン
鉄南コミセン
栄福祉センター
生活館
コスモス福祉センター
大正農業者トレーニングセンター
帯広市グリーンプラザ
南町福祉センター

住
所
東7南9
西13北2
西23南2
大空町12
西10南34
西17南4
西2南24
西17北1
柏林台東町2
西20南3
大正本町西1
公園東町3
西15南36

10月24日（月）

◆開催時間 10:00〜15:00（12:00〜13:00は昼休憩）
◆開催場所 とかちプラザ４F コンピュータルーム
（帯広市西4条南13丁目1）
◆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 ＊託児の利用もできます。（ただし、事前予約が必要）
◆講習内容 Wordはビジネス文書の作成、Excelは関数が中心の内容（予定）

◆申込・問い合わせ／母子家庭等就業・自立支援センター

▲フライングディスクに挑戦

子どもや子育て中の家族に対して、精神的、
社会的、経済的な自立へ向け、安心して成長
していく事ができるように、相談の場、主体
的な学びの場、協働による就労の場づくりを
行なっており、主に、子どもの居場所づくり
や学習支援、不登校児の親の集いなどを実施
共同代表
しています。
さん
若葉 順

帯広市家族介護者
リフレッシュ事業のご案内

募集要件

後見を必要とする方が急増してお
り、支援員としてご協力いただける
方の登録をお待ちしています。
平成24年度から平成27年度までの
市民後見人養成研修を修了された方
で、「みまもーる」でお手伝いいた
だける方の積極的な支援員登録をお
願いします。

第1回講座 「室内スポーツ教室」を開催

寄附金付きピンバッジ募金とは、
共同募金委員会が、新しい募金のか
たちとして一昨年から取り組んでい
る募金で、500円の募金でピンバッ
ジ１個を差し上げ、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。
今年は、ばんえい競馬のキャラク
ター『リッキー』とコラボしたデザ
インと、帯広市の花であるクロユリ

メムロスキー場

◆申込・問い合わせ／地域福祉課

（カリキュラムによって
多少変更になります）

開 催 日
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回
内 容
日 程
場 所
1 室内スポーツ教室
6月26日（日）実施済み 豊成小体育館
2 水辺わくわく教室
8月 7日（日）実施済み エールセンター十勝
料理教室
3
10月15日（土）
帯広調理師専門学校
〜かんたんスイーツづくり〜

１．受講日：10月1日（土）、 2日（日）、
16日（日）、 22日（土）、
29日（土）、30日（日）
２．時 間：９：３０〜１６：１０

３．場

◆と き：平成28年10月15日（土） 午前10時〜
◆ところ：帯広調理師専門学校（帯広市東10条南13丁目1-30）
◆対象者：市内在住の障がい児（者）
◆定 員：20人
◆参加費：無料

▼今年度の講座開催予定

市民後見人養成研修 受講者募集中!!

認知症などの病気や障がいなどに
より、判断能力が十分でない方に対
して後見活動を行う市民後見人の養
成研修を開催します。

第３回講座「料理教室」
〜かんたんスイーツづくり〜 の参加者募集

本会では、障がい児（者）の自立と社会参加を促進するため、障がいの
ある人が文化活動やスポーツへの参加を通じて、生きがいや自信を創出し、
余暇を楽しむきっかけや地域社会へ出るきっかけとなり、交流が広がって
いくようさまざまな支援事業を実施しています。
今年度は、昨年度まで実施していた川体験やパステル画教室、ゲレンデ
スキー教室のほか、新たに料理教室とスポーツ教室を加えて5回の講座を
開催します。

赤い 羽 根 共 同 募 金
「寄附金付きピンバッジ募金」

☎２０−７７５１

◆申込・問い合わせ／地域包括支援センター

☎２１−３２９２

◆問い合わせ／ボランティアセンター

☎２１−２４５４

▲今年6月期の「いきいき交流会」みんなで楽しく昼食（西帯広コミセン）

◆問い合わせ／地域福祉課

☎２１−２４１４
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登録ホームヘルパー募集

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。

募集要件

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
選考方法 ・書類選考及び面接
シーツ交換は、一人では
大変ですが、ヘルパーさんに
手伝ってもらい、とても
助かっていますよ!!

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てい
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
ご理解いただきご支援くださいま
すよう、会員入会についてご協力
をお願いいたします。

▲いきいき交流会

▲社協フェスタ&わいわいタウン帯広

なるべく自分の力で行いたい
と、前向きな気持ちで在宅生活を
お過ごしです。
利用者さんの笑顔が、私たちの
励みとなっています。

◆問い合わせ／在宅福祉課

☎２１−２６７７

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)

◆問い合わせ／総務課

災害遺児の支援をしています！
世帯の生計中心者が交通事故・労働災害・天災などの災
害により死亡または重度の障がい者になった場合、児童の養
育を引き継がれた人に扶養手当・修学費を支給しています。
※支給を受けるためには扶養者からの申請が必要です。

1口
1口
1口

500円
1,000円
5,000円

☎２１−２４１４

◆支給の概要
・扶養手当 遺児一人につき 月額 １,５００円 （義務教育終了まで）
・修 学 費 遺児一人につき 月額 ３,０００円 （公立の高等学校）
月額 ５,０００円 （私立の高等学校）
・入学祝金 （小学校入学時）
８,０００円
・卒業祝金 （高等学校卒業時）
８,０００円

◆申請・問い合わせ／総務課

☎２１−２４１４

ご協力ありがとうございました
社協会員

新規入会者

●㈲プリントファクトリーオビイン

愛情銀行の金銭預託

●個人12名

●（一社）帯広建設業協会
●十勝民謡連盟 ●個人１名

愛情銀行の物品預託

今回のお知らせは、６〜７月の実績です。
個人情報保護の観点から、ご了承いただ
いた方のみ個人名を記載しております。
敬称は、省略させていただきました。

●帯広市保護課・受付・環境都市推進課・住宅課・障害福祉課（使用済み切手） ●丘の上町内会（使用済み切手・リングプル）
●介護予防自主サークル ハッピー依田（使用済み切手・リングプル） ●明治生命帯広営業所（リングプル）
●東あいあいサロン（リングプル） ●お茶の間わいわいくらぶ（リングプル） ●帯広年金受給者協会（リングプル）
●西10号ふれあいサロン（リングプル） ●東こまどり町内会（リングプル） ●帯広市グリーンプラザ（リングプル）
●個人７名（リングプル） ●個人２名（使用済み切手） ●個人１名（座布団・紙おむつ・尿とりパット）
●帯広時計貴金属眼鏡商組合（電波式壁掛時計・時計修理技術）

▲久富一夫帯広時計貴金属眼鏡商組合長様（右端）
より、壁掛時計の寄贈を受けられた各施設の皆さ
んと朝日社協副会長（左端）

▲６月26日開催された第47回十勝民謡民舞十勝大
会の益金を、愛情銀行に預託された十勝民謡連盟
の矢部麗子会計と林三千雄会長（左から）

帯広建築工業協同組合

▲交通等災害遺児福祉基金に預託された帯広建設業
協会の塚田潔専務、村上誠交通安全委員長（左から）
と畑中社協会長、小寺道社協十勝地区事務所長

情報を加工・創造するサービス業を目指します

地 域 工 務 店 の 手 に よ る 新 た な 技 術 向 上 に 努 め、
安心安全な住宅を造る「技」を活し地域経済の発展に貢献
※まもりすまい保険・すまい給付金申請等の受付窓口になっております。

全国建設工事業国民健康保険組合
北海道西支部 帯広出張所

【新規加入条件・受付場所】
建設工事業（建築・大工など）を営む個人事業者の事業主と従業員（5人以下）
〒080-0847 帯広市公園東町3丁目11番地6 電話（0155）22-1960・FAX（0155）22-1975

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。

一般印刷・企画・情報加工

本社／080-0017 北海道帯広市西7条南6丁目2番地 TEL.0155-23-5107・FAX.0155-23-9032
音更工場／080-0341 北海道河東郡音更町西3線14-12 音更町IC工業団地

◆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）

