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◆問い合わせ／帯広市共同募金委員会（担当：総務課）

　明けましておめでとうございます。皆様には、健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。
　日頃より、帯広市社会福祉協議会の活動に暖かいご支援とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。
　さて、昨年を振り返りますと、８月に台風１０号が北海道を襲い甚大な被害をもたらしました。十勝地方におい
ても、河川の氾濫や土砂の流失などにより、家屋の浸水や倒壊などの被害に見舞われました。　
　全国から多くの災害支援ボランティアが駆けつけ、支援にあたられ、その献身的な働きは多くの方々の支えになったと伺っております。
　また、それぞれの被災地に設けられました災害ボランティアセンターでは、私どもの職員を含め全道各地の社協から多くの職員が駆け
つけ、地元社協やボランティアの方々と被災者のニーズに応じたさまざまな活動を展開いたしました。このように全道の社協が連携して
活動する機会は今までほとんどなかったように思います。
　少子高齢化や核家族化の進行により地域住民の関わりの希薄化が叫ばれ久しくなりますが、人と人がつながり、互いに支え合う「絆」
の大切さを改めて感じさせられました。
　また、昨年４月１日に社会福祉法の一部を改正する法律が公布されましたが、内容が明らかになるにつれ社会福祉制度、社会福祉協議
会にとりましても大きな変革をもたらす内容であることが明らかになってまいりました。公共性の高い社会福祉協議会にあっては、組織
のガバナンスの強化や事業運営の透明化の確保がより一層求められ、地域の福祉課題・生活課題に即応した活動に取り組むことが重要と
なってまいります。
　本会におきましても、現在、４月１日の法施行に向けて、関係者の皆様のご意見をお伺い地域福祉を推進する中心的な組織として、新
たな社会福祉協議会を作り上げてまいりたいと思います。
　住み慣れたこのまちで安心して暮らす喜びを、市民一人ひとりの皆様が心から実感していただけるような地域づくりを目指して、役職
員一同、市民の皆様をはじめ帯広市並びに関係機関・団体の皆様と連携して地域福祉の推進に努めてまいりますので、ご支援、ご協力を
お願いいたします。
　結びに、皆様にとりまして、本年が健康で喜びと幸せに満ちた一年となりますことをご祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。

会長　畑中　三岐子社会福祉法人
帯広市社会福祉協議会年頭のご挨拶

赤い羽根共同募金･歳末たすけあい募金
中間実績報告

　10月1日から始まりました共同募金運動では、町内会や会社・団体など多くの市民から募金が寄せられました。
　また、6日間実施いたしました街頭募金活動では、雨天により１日中止となりましたが、寒いなか延べ約 669人のボランティアのご協力と、多くの
皆様から募金をいただき、誠にありがとうございました。
　今年度の共同募金運動は12月31日で終了していますが、今回は11月30日現在の中間実績をご報告させていただきます。なお、平成28年度の最終
実績につきましては、次回発行の社協だよりでご報告させていただきます。

▲さくら保育園の園児たち ▲鉄南保育園の園児たち ▲太陽町内会の子どもたち ▲あすかの会の子どもたち

（平成28年11月30日現在　 単位：円）

街頭募金 町内会募金 法人募金 個人募金 職域募金 箱募金 団体募金 学校募金 興行募金 その他募金 合　計

赤い羽根
共同募金 716,107 3,787,120 1,465,446 124,000 313,004 10,503 20,000 0 63,503 0 6,499,683

歳末
たすけあい 0 1,536,485 0 0 1,037 0 19,232 0 0 0 1,556,754
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平成27年度
最優秀作品

　帯広市市民後見人養成講座の
一期生として受講を終えてか
ら、早いもので4年が経ちまし
た。一緒に受講した仲間とＮＰ
Ｏを立ち上げたり、市民後見支
援員として勉強会を開いたり、
後見制度の周知活動として社協
まつりでＰＲをしたりと、細々
と地味に活動を続けてまいりま
した。社協の中にも、“みまも
ーる”という相談窓口を設置し
ていただけました。
　そうした経過を経た後、私も
後見業務に携わることになりま
した。今現在二人の方の担当に
なりました。男性と女性各一名
ずつでお二人とも在宅の方で
す。病院や施設入所の方とは違
い、コミュニケーションを取る
上でも、金銭管理をすればいい
だけではない難しい場面が多々
あります。その人らしい生活を
支える為に何を支援すること
が、よりその人のためになるの
か、月に一度の面談の度に悩ま
されます。養成講座を受講した
時に、講師の先生が話されてい
ましたが、市民後見人は後見業
務だけではなく、時にはヘルパ
ーになったり時には子供になっ
たり色々な役をやらなくてはな

らないと話をしてくれました。
　後見業務を担当するようにな
り、本当に色々な気配りをしな
ければならないことを実感して
います。年を追うごとに徐々に
被後見人の人数は増えつつあり
ますが、これからは、ますます
増えていくことが予想されま
す。少しでも必要と思われる人
の手助けをしたい、その思いを
持ち続け支援員としての活動を
続けていきたいと思います。

　季節労働者または企業倒産による解雇など事業主の都合により離職され
た帯広市在住の人を対象に、当面の生活費用として資金を貸し付けます。

　本会では、福祉の知識・技術の啓発のため、高齢者疑似体験・車椅子体験・アイ
マスクなどの『福祉体験学習出前講座』を市内の小中学校や各地域・団体などへ出
張し、開催しています。 

　地域包括支援センターでは、帯広市の委託を受けて「家族介護リフレッシュ事業」を年2回開催しています。
　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。
　今年度2回目を次の通り行いますので、皆様の参加をお待ちしています。

お食事会＆交流会
　◆日　　時／平成29年1月25日（水）10：00～14：00
　◆場　　所／帯広市グリーンプラザ
　◆定　　員／15名（前年度参加していない人が優先となります）
　◆参加対象／ 市内在住の65歳以上の要支援1・2、要介護1～5の高齢者を

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能。
　◆参 加 料／無 料

▲車椅子体験の様子（柏小）▲高齢者疑似体験の様子（帯広小）

昨年度の様子（フラワーセラピー）

　小中学校関係者の皆さま、地域の皆さま、企業の皆さま、市内の方であればどな
たでも出張し講座を開催できます。
　詳しくは、地域福祉課へご相談ください。お待ちしています。

▲イトーヨーカドー帯広店前での
　募金活動

▲平成28年度
　市民後見人養成研修の様子

▲センター支援員 活動の様子

▲赤い羽根共同募金の街頭募金活動に
　参加したメンバー

帯広市内在住の季節労働者で①～④全ての条件を満たす者
① 雇用保険受給資格者で、特例一時金の支給を受けた者又は雇用保
険被保険者離職票、資格喪失確認通知書の発行を受けている求職
者登録をしている者                       
②生計維持者で、原則、扶養家族を有する者
③就労するまでの生活が困難な者
④連帯保証人を有する者
◆返済方法…6月から1月までの8回払い
　　　　　　(但し、1月の貸付は、12月までの7回払い)
◆受付期間…平成29年1月4日（水)～5月31日（水)

帯広市内在住で企業倒産による解雇など事業主の都合により離職
された方で①～④全ての条件を満たす者
① 雇用保険受給資格者、又は賃確法の立替払の証明書・確認書の交
付を受けている求職者登録をしている者
②生計維持者で、原則、扶養家族を有する者
③就労するまでの生活が困難な者
④連帯保証人を有する者
◆返済方法…12カ月以内で最大8回までの毎月払い
　　　　　 （返済猶予最大4カ月）
◆受付期間…随時  

　いずれも貸付限度額は一世
帯150,000円まで。利子は
0%で貸付。月曜日までに受付
けた分を次の週の火曜日に現
金で交付します。

貸付の概要

◆問い合わせ／帯広市商工観光部工業労政課 労政係　☎６５－４１６８

◆申込・問い合わせ／地域振興課　☎２１－２４１４

◆申込・問い合わせ／地域包括支援センター　☎２１－３２９２  ・  地域包括支援センター（北）　☎６６－４５３５

◆申込・問い合わせ／地域福祉課　☎２１－２４１４ ◆申込・問い合わせ／帯広市福祉人材バンク　☎２７－２５２５◆問い合わせ／ボランティアセンター　☎２１－２４５４

市民後見人として

広げよう
ボランティアの輪

樋　口　のり子　さん

VOL52

法人後見支援員のご紹介

◆ 日　　時 平成29年１月22日（日）
 　　　　　　　　10時～12時

◆ 場　　所 帯広市グリーンプラザ
　　　　　　　 （帯広市公園東町3丁目9番地1）

◆ 対 象 者 ・福祉施設へ就職を希望する方、学生の方
 ・帯広市福祉人材バンクに登録している方

◆ 定　　員 ３０名

◆ 参 加 費 無料

　福祉施設について、知りたいこ
とはありませんか？
　管内5カ所の福祉施設等の担当
者が、施設の取り組みや状況につ
いてお話しします。
　就職活動にお役立てください！

就活応援講習会　開催のお知らせ

「悩んでいるならまず聴こう！」
～福祉施設のあれこれ～

帯広市季節労働者等生活資金貸付制度のご案内福祉体験学習出前講座のご案内

季節労働者対象

離 職 者 対 象

　スマイルは、帯広コア専門学校
の全学生・全教員が所属している
ボランティア団体です。福祉施設
での介護サポートを始め、地域・
観光のイベントなどのボランティ
ア活動を行っています。帯コアの
教育理念「専門教育」「実践教育」
「全人教育」のもと、5つの学科
の学生たちが、専門業界の方々と
繋がり、ボランティアを通して成
長しています。10月30日（日）
の「2016フードバレーとかちマ

ラソン」では、全校あげて運営
のサポートをさせていただきまし
た。2017年からは「歯科衛生士」
学科も開設予定です。歯科衛生士
を目指す学生たちが、口腔衛生啓
発活動で皆様にお会いするかもし
れません。今後も、地域の皆様と
ふれあい、地元帯広に少しでも貢
献できるよう活動してまいります
ので、どうぞよろしくお願いいた
します。

帯広コア専門学校 スマイル 紹介

◆問い合わせ／帯広市成年後見支援センター　☎２０－３２２５

帯広市家族介護者リフレッシュ事業のご案内  ～お食事会＆交流会編～
地域包括支援センターからのお知らせ

◆応募対象　◦市内の小学生（４～６年生を対象とし、特別支援学級を含む）
　　　　　　◦市内障害児（者）支援施設に所属する障害児（者）
◆テ ー マ　 子どもから大人まで、すべての人（障害のある人もない人も）

が住み慣れた地域で、安心・安全に生活できるよう啓発するも
の。ただし、障害児（者）についてはテーマを設けず、自由に
描くものとします。

◆応募規定　Ｂ３（３６５㎜×５１５㎜）または
　　　　　　四つ切り（３８２㎜×５４２㎜）の画用紙に
　　　　　　直筆で作成（縦横どちらでも可）
　　　　　　＊裏面に、①学校名（施設名）、②クラス名（所属）
　　　　　　　③氏名（ふりがな必須）④作品名を記入してください。

◆応募締切　平成２９年１月２７日（金）
◆入賞作品　（１）最優秀作品　　1名　（賞状及び図書カード5,000円）
　　　　　　（２）優 秀 作 品　 10名迄（賞状及び図書カード3,000円）
　　　　　　（３）入　　　選　 10名迄（賞状及び図書カード1,000円）
◆入賞発表　平成２９年２月中旬に各学校・施設へ通知します。
◆表 彰 式　平成２９年２月２６日（日）
◆作品展示　展示期間：平成２９年２月２１日（火）～平成２９年２月２７日（月）
　　　　　　展示場所：市役所１階市民ホール
◆応 募 先　帯広市社会福祉協議会
　　　　　　「障害者週間」記念事業実行委員会　事務局

　ポスターを募集・展示することにより、障害のある人もない人も相互に理
解し、ノーマライゼーションの広がりと理解を図ることを目的に開催します。

「障害者週間」記念事業実行委員会からのご案内

～冬休みポスターコンクール開催のお知らせ～



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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日  昇  車  輌
TEL 0155-22-4848

60年の歴史と技術  最新設備各種
割引制度で
安心・お得！

◆問い合わせ／在宅福祉課　☎２１－２６７７

登録ホームヘルパー募集

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を一緒
にサポートしませんか！

　身体障害者の自立と社会参加の
促進に寄与し、身体障害者の生活
の安定と福祉の増進を目的として
活動しています。
　平成28年度は車椅子購入経費
として助成させていただき、帯広

１．次のような行事に参加できます。
　◆ 研修事業
　　 …視察研修、パソコン教室、料理教室など
　◆ 社会参加行事
　　 …ふれあい交流の旅、帯広市福祉大運動会、野遊会など
　・ スポーツ行事
　　 …ゲートボール大会、パークゴルフ大会など
２．分会・部会に分かれ、それぞれ活動を行っています。
　◆ 分会活動
　　 …８分会に分かれ、触れ合い助け合いの仲間づくりできます
　◆ 部会活動
　　 …婦人部会、スポーツ部会、中途難失聴者部会、視覚部会、
　　　車いす部会、咽頭摘出部会

会員になると！

身体障害者福祉協会が実施する各
種社会参加事業への参加者や会員
への貸し出し用車椅子として活用
されており、車椅子がない方の福
祉増進に役立てられております。

一般社団法人帯広身体障害者福祉協会

地域福祉活動

◆問い合わせ／総務課　☎２１－２４１４

　今回は、平成28年10月から11月末日までの実績です。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。

社協会員　新規入会者
●法人　株式会社イーグル電気

愛情銀行の金銭預託
●バラト中央町内会　　●十勝シニアゴルフクラブ　　
●秋のリサイクルまつり実行委員会　　●茶道裏千家淡交会帯広青年部　　
●㈱帯広緑化振興公社　●帯広のまつり推進委員会　　●檜の会　　
●光南ほほえみ倶楽部　●㈱太平洋シルバーサービス北海道シルバーシティ十勝おびひろ

愛情銀行の物品預託
●帯広緑丘小学校（使用済み切手）　●帯広市住宅課・保護課・環境都市推進課（使用済み切手）　
●帯広小学校（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・リングプル）　
●㈱設備テック（使用済み切手・リングプル）　●光南ほほえみ倶楽部（使用済み切手・リングプル）　
●西11号つくし町内会（リングプル）　●コスモスサロン（リングプル）　●喫茶＆スナック　かっぷしーず（リングプル）　
●西10号ふれあいサロン（リングプル）　●ワークセンターはまなす（リングプル）　●南新和町内会（リングプル）　
●個人２名（使用済み切手）　●個人７名（リングプル）　

ご協力ありがとうございました

帯広市立緑丘小学校ボランティア委員会の
皆さんより使用済み切手の贈呈

資　　格 ・ホームヘルパー（訪問介護員）２級以上
勤務日・時間 ・ご都合のよい時間から働けます。
 　月20時間以上勤務可能な人を希望します。
賃 金 等 ・時給　生活援助１,030円　身体介護1,130円
 　   土日祝日・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あり
選考方法 ・書類選考及び面接

福祉用具の
研修会にて

私たちと一緒に
働きませんか‼ 

安心を花束に…




