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赤い羽根共同募金がスタート

台風10号災害被災地への支援活動
被災地の皆様に心よりお見舞い申し上げます

一人ひとりのやさしい気持ちが地域を支えています

10/1㈯
〜12/31㈯

　今年で70回目を迎えた共同募金運動が、今年も10
月1日から全国一斉にスタートしました。
　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、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。

　この度の台風10号による被災地では、被災者支援のための「災害ボ
ランティアセンター」が南富良野町9月1日、清水町４日、芽室町６日、
新得町7日に設置され、それぞれの町内や十勝管内、道内外から多く
のボランティアが来町し、支援活動を行いました。
　また、被災地の社会福祉協議会（社協）の要請に基づき、北海道社

協が全道各社協に災害ボランティアセンターの運営支援の要請を行
い、本会を含め道内各社協から派遣された職員が被災地のニーズ把握
のほか、ボランティアの受け入れや人数調整、資機材の貸し出し、送
り出しなどの活動を行いました。

▲開始セレモニーのあと藤丸デパート前で、街頭募金を呼びかける
　米沢則寿帯広市長、畑中三岐子社協会長、鈴木捷三共同募金会長（左から）

●福祉施設の施設整備や車両の購入。
●NPO法人や福祉団体など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の活動への助成。
●ボランティア団体の活動を推進するための事業。
●�地域交流サロン事業、いきいき交流会事業、小地域ネットワーク推進事業、障がい児（者）
余暇活動支援事業、ボランティア活動推進事業など社会福祉協議会が実施する各種地域
福祉事業。
◆�緊急災害等支援事業（災害等準備金）として、今回の台風10号の被災地に立ち上がっ
た災害ボランティアセンター等の活動を財政面から支援しています。

募金の使われ方 ～次の事業に活用されています～ ▲笑顔で募金活動する「あすかの会」の子どもたち

▲�車両センターに設置されたテント前で受付を
するボランティア参加者（芽室町）

▲�授業の一環として冠水した民家の泥出し作業を
行う清水高校の生徒と社協ボランティア（清水町）

▲�道内外から集まったボランティアのための
炊き出し(南富良野町)

▲マックスバリュイーストモール店前での募金活動
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　私は、平成２４年１２月から翌
年の2月にかけて実施されました
「市民後見人養成研修」を受講
し当研修において市民後見人に
必要な心構え、知識、実務など
を学ぶことができました。
　このことは私にとり大変有意
義であり、また少しばかりの緊
張感と共に充実した日々を送る
ことができたように思います。
　以後、平成２６年４月に開設さ
れた帯広市成年後見支援センタ
ー「みまもーる」に支援員登録
させていただくまでの一年間で
は、数回にわたりフォローアップ
研修を受講し、多岐に渡りいろ
いろお話を聞かせていただきま
した。
　その中で私にとり特に印象に
残りましたのは、当時「さわやか
福祉財団」の理事長をされてい
ました堀田力氏の講演でした。
　以前にもご紹介させていただ
く機会がありましたが、この場を
お借りしてもう一度紹介させて

いただきたいと思います。
　堀田氏は、「誰でも後見人を
やれる」とおっしゃっています。
　「本人主体」という気持ちさ
え持てれば自分のためにやって
きたことを、その人の立場でやる
ことができるはずです…と。
　そして、市民後見人になると
いうことは、人の幸せを実現す
るということです。その人を幸
せにしたという喜びというもの
は、必ず自分に返って来ますし、
人生でいちばん大事なもの、そ
れは自己肯定感。その肯定感が
得られる。それが市民後見人を
やることの最大の報酬であろう
…と。
　今、私はこのお話を私の支援
員としての根底とし、日々活動
させていただいております。ここ
から想像していただけたかと思
いますが、何も難しいことはあり
ません。分からないことは分か
る人に聞けばいいのだと思いま
す。私も随分専門員の方々に助
けていただいています。
　どんどん進む高齢化社会に向
け、一人でも多くの方が市民後
見人として活動し、みんなで助
け合い、協力し合えるよう心よ
り願っています。

　◆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）

　今年8月11日から約1か月間、北星学園大学から実習に来られたお二人
（3年生）から実習の感想が寄せられましたので、ご紹介します。

　私は、社会福祉協議会で地域福祉の実習をさせていた
だきました。実習では、市民のつながりの大切さを実感
し、サロンなどでは多くの皆さんと交流することができ、
とても楽しい実習期間を過ごすことができました。
　これからも福祉の現場で活躍できるよう勉強を頑張っ
ていきたいと思います。

　私は、社会福祉協議会の地域包括支援センターで実習
を行いました。
　サロンでの介護予防体操に参加するなどして、地域で暮
らす高齢者の方々が住み慣れた環境で安心して生活して
いくための支援の実際について学ぶことができました。
　皆さん、お世話になりました。ありがとうございます。

　社会福祉協議会では、北海道社会福祉協議会の受託事業として、低所
得世帯を対象に、高校や大学などに進学するための貸付を行なっていま
す。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。

◆募 　 集 　 期 　 間：平成28年11月1日（火)～12月12日（月)
◆助成事業の実施期間：平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日
◆助成の対象となる事業
　● 障がい者や高齢者、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の住民参加による福祉活動や地域福祉向上のための事業
　● 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
　●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

　社会福祉協議会では、民間の社会福祉活動の促進を図るため地域福祉活動助成
事業の平成29年度受け付けを行ないます。

　小地域ネットワーク活動とは、地域で互いに助け合えるような関係づくりを目指して、小地域（町内会・自治会など）で行う福祉活
動に対して、活動実施の援助や研修会における講師派遣および活動費の一部助成を行い、“福祉で地域づくり”を応援するための事業です。
「助成を受けてみたいけど、よくわからない」、「福祉の活動について知りたい」など、 まずはお気軽にご相談ください！　

 ▲カボチャを収穫する参加者

 ▲ 豊成小学校の「川学習」で児童と
一緒にザリガニを採取

 ▲ 市内の障がい児（者）施設の夏まつり
でボランティア活動をする局員

 ▲来年の再会を約束して皆で記念撮影

◆ 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。

なお、申込に関する様式はホームページからもダウ
ンロードできます。

就学支度費の貸付
　学校教育法に定める学校（高校や高専・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など）
◆貸付限度額   　５００，０００円以内 
◆申 込 期 限　　２月末までに申し込みください

教育支援費の貸付
　学校教育法に定める学校（高校や高専・短大・専修学校・大学）
に在学し、修学するために必要な経費（授業料、学校納入諸経費など）
◆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
◆申込期限：２月末までに申し込みください

◆問い合わせ／総務課　☎２１－２４１４

◆申込・問い合わせ／母子家庭等就業・自立支援センター　☎２０－７７５１
E-mail：boshi@obihiro-shakyo.jp　◆問い合わせ／ボランティアセンター　☎２１－２４５４

◆問い合わせ／総務課　☎２１－２４１４

◆問い合わせ／地域福祉課　☎２１－２４１４

市民後見人として思うこと

広げよう
ボランティアの輪

若　林　眞希子  さん
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法人後見支援員のご紹介

　養育費や面会交流など、離婚に伴ういろいろな問題について、元家庭
裁判所調査官による講演会を開催します。

◆ 日　　時 平成28年11月28日（月）  13：00～15：00
◆ 場　　所 帯広市グリーンプラザ　会議室BC
 （公園東町3丁目９－１）
◆ 対 象 者 ●十勝管内在住のひとり親家庭の父母等
 ●市町村役場など関係機関で勤務されている方
 ●離婚前後の悩みを抱えている方、関心のある方
◆ 定　　員 30名
◆ 参 加 費 無料　＊託児の利用もできます。（事前予約が必要です）
◆ 申込締切 11月21日（月）　ただし、定員になり次第締切ります。

度の助成事業では、更生保護援護事
業として、関係団体と協力して、少
年院や刑務所の各種行事への協力
や、十勝自営会への夕食の炊き出し
のほか、刑務所墓地、無縁仏墓地へ
の墓参りなどを行なっています。

農作業を通じ、障がい児（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
実施しています。
　収穫作業が終わると、農高生や参
加団体の協力により、手作りの綿あ
めやポップコーンのほか、収穫した
作物を使ったカレーライス、枝豆、
茹でとうもろこしなどが振る舞わ
れ、参加者全員で収穫の喜びを分か
ち合いました。

　更生保護事業の推進を図り、地域
社会浄化のための健全な社会人の育
成に奉仕し、少年院や刑務所、保護
観察者への支援を行なうことを目的
として活動しています。
　罪を犯した人の再犯防止や、青少
年の健全育成を図るため、平成28年

　障がい児（者）が農作業を通じて
帯広農業高校生徒らと交流する「す
こやか農園」収穫祭が同校の農場で
行われ、晴天の下、約200人の参加
者がカボチャやジャガイモなどの収
穫に汗を流しました。
　今年で15回目を迎える同農園は、
障がい児（者）を持つ親の会4団体
が参加するほか、帯広農業高校、帯
広中央ライオンズクラブ、帯広市の
協力により、種まきから収穫までの

会長
葛谷 しのぶさん

ひとり親家庭のための講演会
「ひとり親になるということ」

教育支援資金のご紹介

お世話になりました

平成29年度 地域福祉活動助成事業の募集
共同募金委員会からの助成事業 「すこやか農園」収穫祭

を盛大に開催

町内会の福祉活動のお手伝い
小地域ネットワーク活動推進事業のご紹介

帯広更生保護女性会

地域福祉活動

返済方法

http://www.obihiro-shakyo.jp 検 索

　現在、帯広北高校ボランティア
局は局員11人で活動しています。
　主な活動は福祉施設や国際交流
の場でのボランティア活動や、地
域の保育所で子どもたちと遊ぶ活
動です。
　活動理念として「ボランティア
を通じて人間性を高める」を掲げ、
十勝、帯広のために我々にできる
ことは何か常に考え、少しでも役
に立てるようボランティア計画を
立てています。
　今は10月29日（土）帯広北高校
体育館で行われる、「みなみの風
コンサート」の準備をしています。

なかでも参加していただいた子ど
もたち全員にプレゼントとして渡
す、折り紙を作成しています。
　また現在、11月末に行われる
高文連全道大会の実践発表に向け
ての準備もしています。
　これからも、地域の皆様に少し
でも貢献できるよう活動してまい
りますので、よろしくお願いいた
します。

顧問　村上政美さん　池田喜成さん
局長　林原　僚さん
局員　10名

帯広北高等学校ボランティア局紹介

◆問い合わせ／帯広市成年後見支援センター　☎２０－３２２５

● 町内会の福祉活動を周知するための「福祉だより」の
発行などの活動。
●  車いす体験や災害訓練、介護保険制度などの講習会の開
催など。

● 高齢者や障がいのある
人、子育て中の人など
が集える場所を提供す
る茶話会や趣味の会、
食事会などの地域での
開催。
● 「昔あそび」の体験な
ど、高齢者と子どもた
ちの異世代交流会の開
催など。

（
太
陽
町
内
会
）

◀
防
災
訓
練
の
様
子

▲向こう三軒両どなり交流会（光南地区）
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啓 発 活 動

交 流 活 動
● 生活習慣病講
座、健康体操、
ふまねっと体
験など出前講
座の開催。
● 高齢者を対象
とした料理教
室、救急法講
習会などの開
催。 ▲成年後見制度の研修会（五中北町内会）

研 修 事 業

● 一人暮らしの
高齢者への
声かけ訪問、
カーテン開閉
などによる安
否確認、要援
護者支援など
の活動。
● 除雪、排雪活
動など。

▲要援護者避難訓練（太陽町内会）

訪 問 活 動
● 「福祉カード」
を作成し、必要
な援護活動の内
容を把握する活
動など。
● 緊急時の連絡
網を作成し、助
け合いの組織
づくりを進める
活動など。

地域組織化活動

田村ひかる さん

西尾　亜衣 さん



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）
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台風10号災害被災地への支援活動

◆問い合わせ／在宅福祉課　☎２１－２６７７◆問い合わせ／地域包括支援センター［グリーンプラザ内］☎21－3292
地域包括支援センター(北)［西14条北1丁目］☎66－4595

◆問い合わせ／総務課　☎２１－２４１４

登録ホームヘルパー募集

会
員
入
会
の
お
願
い

募
集
要
件

　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

　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

本年9月1日発行の社協だより№156の２面「助成団体のご紹介」の共同代表のお名前をお詫びし、訂正いたします。（誤）若葉（正）若菜お詫びと訂正

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。

社協会員　新規入会者
●法人��特定非営利活動法人市民後見センターとかち
●個人��25名

愛情銀行の物品預託
●帯広市保護課・環境都市推進課・納税課・障害福祉課（使用済み切手）
●西十九緑町内会（使用済み切手）●帯広市立第四中学校生徒会（使用済み切手）
●緑栄ゆうあいサロン（使用済み切手・リングプル）●なごやかサロン（リングプル）
●㈱設備テック（使用済み切手・リングプル）●帯広市グリーンプラザ（リングプル）
●介護予防自主サークル�ハッピー依田（リングプル）●あかりデイサービス（リングプル）
●あかしや中央町内会（リングプル）●西10号ふれあいサロン（リングプル）
●啓西にこにこサロン（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・バスタオル・タオル）
●三洋電機洋友会北海道地区（車椅子）●個人5名（リングプル）●個人１名（使用済み切手）

愛情銀行の金銭預託
●帯広中央ライオンズクラブ
●帯広市青少年育成者連絡協議会
●松緑神道大和山帯広教区

ご協力ありがとうございました

　公的機関や大手企業を名乗った巧みな手法で
の、ひとり暮らしなどの高齢者世帯を狙った特
殊詐欺が後を絶ちません。
　また、家族を名乗る者からの「電話番号が変
わった」という電話や、携帯電話を持ってATM
に行くようにといった指示、必ずもうかるといっ
た話などは、詐欺が疑われます。
　怪しいなと思ったら、「ひとりで悩まない（決
めない）」「うまい話にのらない」「相手の代表電
話番号を確認する」ようにし、必ず家族や友人、
帯広警察署、帯広市消費生活アドバイスセンター
に相談しましょう。
　お住まいの地域で、不審な人の出入りがある、
認知症などのもの忘れが増えた、ひとり暮らし
で特殊詐欺の被害が心配など、気になる高齢者
については、地域包括支援センターにお気軽に
相談してください。
【情報提供・相談窓口】帯広警察署・帯広市消費生活アドバイザーセンター
　・帯広警察署　☎２５－０１１０
　・帯広市消費生活アドバイザーセンター　☎２２－８３９３

　ヘルパーと地域の皆
さんと一緒に、福祉用
具専門相談員より新型
車いすや歩行器の説明
を受けました。

今回は、平成28年８月～９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、敬称は、省略させていただきました。

「地域で防ごう、特殊詐欺！」
～特殊詐欺の被害に遭わないために～

　地域包括支
援センターは、
帯広市社会福祉
協議会のほか、
至心寮・愛仁園
・けいせい苑が
地域の相談窓口
となっています。

この歩行器とっても軽くて
動かしやすいですね！

社協フェスタ
新型車いす＆歩行器展示・体験
2016.8.21

障がい児（者）余暇支援事業
水辺わくわく教室（エールセンター十勝）

▲�使用済み切手を預託された帯広第四
中学校生徒会の皆さん

▲�車椅子を預託された三洋電機洋友会
北海道地区の皆さん

入会期間

入会区分

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　　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

ご葬儀のことなら、まかせて安心

株式会社 帯広公益社
住 所 ： 帯広市大通南８丁目２番地

： 0120－24－1087 帯広公益社　 検 索

公益社中央斎場　　　公益社メモリアルホール
公益社市民斎場　　　公益社メモリアル別邸

検 索検 索




