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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」　

平成29年7月1日発行

No.159

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/

地
ま ち

域のとびら

社協フェスタ＆わいわいタウン帯広 2017

ふれあい

いきいき
つどいの場地域交流サロンで
心も も体 元気100倍!!

～帯広市社会福祉協議会は地域交流サロン活動を応援しています～

サロン活動は多くのボランティアさんに支えられています。
また、活動を通して再発見もあり、新たな出会いも広まります。私たちと一緒に活動してみませんか !!
ボランティア活動に興味のある方は、ぜひ一度、お近くのサロンへお越しください。

＊会場等のお問い合わせは、地域福祉課まで。（☎２１－２４１４）

◀あじさい 3・2
　サロンのスタッフ

◀ふれあい北サロン
　のスタッフ

　子どもから大人まで楽しんでいただけるよう福祉体験や折り紙・小物作りなどの創作体験会を行います。また、ボランティア団体によ
る活動紹介やステージ発表なども行い、盛りだくさんの内容となっています。その他にも、福祉団体による飲食コーナーや野菜・雑貨な
どの即売会など、多数の模擬店も出店しますので、皆さんのご来場をお待ちしています。

◆開催日時：平成29年8月20日（日）　10：00～15：00
◆会　　場：帯広市グリーンプラザ（帯広市公園東町3丁目9番地1）
☆記念講演会：13：00～14：30（集会室AB）
　テ  ー  マ：認知症になっても自分らしく生活したい
　講　　師：中 村　成 信  ）者著の」由理く歩てい向を前が僕「記手のてしと者事当症知認（ 氏
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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　TEL21-2414)

　 未来へ。
       お客様とともに。

イー

 ・若干名
 ・介護職員初任者研修修了者（「てだすけサービス」は帯広市が定める研修受講者。）
 ・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。
 　＜基本時給＞ 1,030 円～ 1,130 円
 　＜割増加算＞土日祝祭日・早朝・夜間は各 250円 /1 時間
 　＜資格・経験年数加算＞ 20 円～ 30円 /1 時間
　勤務に伴う移動経費支給及び被服貸与
 ・書類選考及び面接

募
　
集
　
要
　
項

▼ 救急法研修会（平成29年2月16日）

◆申込・問い合わせ／在宅福祉課　☎２１－２６７７

登録ホームヘルパー募集

●公益社団法人隊友会道東連合会第39回チャリティダンスの夕べ実行委員会　●藤寿会　●親和町内会　●医療法人社団 高木皮膚科診療所
●髙木健揚　●ボーイスカウト帯広第７団　●平井音楽事務所　●帯広ダンスクラブ　●チャーチル会帯広　●帯広市わかば会　●藤芳会
●十勝ダンススポーツ協会　●第29回友愛チャリティーショー実行委員会　●素顔会　●音蔵社会人交流会　●大正ふれあいまつり実行委員会　
●開明町内会婦人部　●帯広市女性保護の会　●他個人８名

愛情銀行の金銭預託

愛情銀行の物品預託
●南の森西七町内会（リングプル）　●啓西にこにこサロン（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）
●㈱設備テック（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）　●宅配クック123（リングプル）
●帯広年金受給者協会（リングプル）　●お茶の間わいわいくらぶ（リングプル）　●東こまどり町内会（リングプル）
●西10号ふれあいサロン（リングプル）　●南新和町内会（リングプル）　●帯広藤幼稚園（リングプル）　●帯広やわらぎ園（リングプル）
●森の子保育園（リングプル）　●東北地区老人クラブ連合会（リングプル）　●帯広市グリーンプラザ（リングプル）
●北親ふれあいサロン（リングプル）　●六栄第三町内会婦人部（使用済み切手）　●帯広身体障害者福祉協会（使用済み切手）
●北海道社会福祉協議会十勝地区事務所（使用済み切手）　●市民活動プラザ六中（使用済み切手）　●勇昇印刷㈲（使用済み切手）
●開西病院（使用済み切手）　●帯広市わかば会（使用済み切手）　●帯広慈光学園（使用済み切手）　●北洋防災工業所（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）　●北栄小学校児童会（使用済み切手）　●学習サークルハルニレの会（使用済み切手）
●帯広市環境都市推進課・納税課・学校給食センター・介護保険課・保護課・障害福祉課・こども課・社会課（使用済み切手）
●帯広市社会福祉協議会在宅福祉課・総務課（使用済み切手）　●細川製餡㈱（お餅用ねりあん）　●北海道コカ・コーラボトリング㈱（清涼飲料水）
●個人15名（リングプル）　●個人７名（使用済み切手）　●個人６名（ハム詰め合わせ、雑巾、タオル、ポータブルトイレ、介護ベッド用サイドテー
ブル、紙オムツ、尿取りパッド、介護用電動ベッド）

帯広市わかば会の事業「生き生きふれあい祭
り」にて募金活動を行った浄財と使用済み切
手を預託された、小野寺委員長、榎波会長、
市社協大久保事務局長 (左から )

大正ふれあいまつりでの各種バザーの益金を
預託された大正地区ＮＲ推進委員会の松浦、
田中副会長、山田会長、市社協大久保事務局
長 (左から )

掲載内容は、平成28年12月～平成29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。

ご協力ありがとうございました

4月より帯広市の総合事業の指定を受け、
軽度の方への支援がより充実しました。

　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、地域交流サロンや高齢者事業（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。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。

●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

入会区分

期間は1年間（4月から翌年3月）と
なっております。

入会期間

◆問い合わせ/総務課　☎２１－２４１４

会員入会のお願い

すでに入会している場合…
　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します。

～ともに支え合う、安心・安全・福祉のまちづくり～

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
資　　 格
勤務日・時間

賃 金 等

選 考 方 法
安心を
      花束に !!

コピー機、印刷機、事務用品等のご用命は

〒080-0025　帯広市西15条南28丁目1番地8
TEL(0155)47-2111㈹　FAX(0155)47-4002

http://www.soga.ne.jp/

◀ふまねっと運動に取り組む参加者
　（南の森サロン）

▲清川地区では帯広太陽福祉会が
　送迎支援を実施
　（清川ふれあい広場）

◀色んな食材を使った燻製パーティ
　（ほがらかサロン 28）

スタッフの余興を▶
楽しむ参加者 　

（東あいあいサロン）　

◀レクリエーションで盛り上がる参加者
　（啓親すずらんサロン）

▲脳トレを実践する参加者
　（北親ふれあいサロン）

◀開設 9周年サロンで
　記念撮影
　（光南ほほえみ倶楽部）

　「地域交流サロン」は、いつでも・誰でも・気軽に参加できるつどいの場として、現在、市内では30の地域で活動が展開されています。地域に根差し
。すで動活るいてれさ待期もに的国全、りあも果効くいてっが広がい合え支やい合け助の中の域地、み生をりがなつのと人と人」るえみの顏「、はンロサた

　サロンは、市内のコミセンや福祉センターなどで月１回から4・5回定期的に開催されています。お近くの会場を知りたい方は地域福祉課（☎　
21－2414）までお問い合わせください。
　お近くにお越しの際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。みなさんのお越しをお待ちしています。
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（単位：円）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・職場・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。

　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。

広げよう
ボランティアの輪

第16回
「すこやか農園」が開園

平成29年度収支予算　

帯広介護者　おんぶの会

VOL.53５/13(土
)

　今年で25年目を迎える私たちの会では、家族で介護している方や介護経験者、
この会の趣旨に賛同する方で構成されている介護者の会です。介護の悩みや疲れ、
不安などを話し合うことで介護者への心のケアを図ることを目的として平成５年
２月に発足しました。
　介護者が気持ちを打ち明けたり、悩みを相談したり、介護経験者との情報交換
により知識を補ったりする場として、参加者の気持ちに寄り添う「思いやりの心」
を大切にして会を運営しています。ぜひ一度、例会にお越しください。　　　　
☆会員や会の運営のお手伝いをしてくれる方を随時、募集してます。どうぞお気
軽にお問合せください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　会長　原口　節子

　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「すこやか農園」
の開園式が、同校ほ場で行われ約110人が野菜の苗植えなどを行い、心地よい汗
を流しました。
　本会が主催する同農園は、今年で16回目を迎え、帯広中央ライオンズクラブ
や帯広市のご協力のほか、障がい児（者）を持つ親の会の皆さんの参加をいただ
くとともに、帯広農業高校の総合学習の一環として開催しています。
　これから秋の収穫までの農作業や農高生が企画する交流会など、さまざまなイ
ベントを毎年楽しみにしている参加者も多く、今後は６月と７月に生育調査・交
流会、９月に収穫祭をそれぞれ予定しています。

　私は、平成24年12月から翌年２月ま
で開催された帯広市の第一回目の「市
民後見人養成研修」を受講し、市民後見
人に必要な心構え・知識・実務などを学
ばせていただきました。
　私には、現在同居している96歳の母
がおり、私が事実上の後見人として役
割を果たしていますが、本当にこれで
よいのかと常々思っていました。
　そんな時に帯広市が養成研修を行う
ということを知り、より深く後見につ
いて学びたいと思って応募したのが受
講のきっかけでした。
　研修修了後も、機会があれば後見に
関わるさまざまな講習会などにも参加
をしていましたが、26年４月に「みま
もーる」が開設となり支援員を募って
おりましたので少しでも、知識を役立
てることができればと思い、開設と同
時に登録をさせていただきました。
　現在は、2名の被後見者の方の支援員

として活動しており、月に一度面会に
行きますが、「来てくれてありがとう」
と言ってくれるのがなによりの励みに
なります。
　一人の方は90歳になる方で部屋に
はたくさんの本があり、話し好きで、と
りわけ戦争の思い出話になるとなかな
か帰してくれません。
　あまり会話ができなかった初対面の
頃に比べるとずいぶん違い、後見人と
して理解をしていただいていることを
実感するこの頃です。
　相手の気持ちを共有するように心が
け、ゆっくり丁寧にお話を聴くことで
信頼関係が生まれてきます。
　こうして相手の方とのコミュニケー
ションを大切にさえすれば、市民後見
人活動は誰にでもできると思います。
　高齢化の進む中、一人でも多くの方
が支援活動に参加していただけるよう
願っております。

介護の悩み、
話して

みませんか？

▲例会の様子 ▲スタッフ会議の様子

【活動概要】
・例　会　毎月第2木曜日
　　　　　13時より
・年会費　1,000円
・場　所　帯広市グリーンプラザ
・例会費　100円
☆問い合わせ　 原口まで
　　　　　　 ☎48-3689

内　容 日　程

生育調査・交流会 6月17日（土）

生育調査・交流会 7月15日（土）

収穫祭 9月　9日（土）

☆平成29年度　開催日程

▲農業クラブ部員による作業指導 ▲農作業に取り組む参加者 ▲参加者全員で記念撮影

共同募金運動にご協力ありがとうございました

平成29年度分　助成のあらまし

平成28年度　赤い羽根・歳末たすけあい募金
 善意の総額は15,603,670円

道内福祉向上・運動推進…………… 9,503,032円
▶　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。
▶　火災等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。

地域福祉活動への助成金に………… 1,022,000円
　福祉団体等が実施する福祉研修・交流会、障がい者等の当
事者またはその家族や支援団体などが、その福祉向上を目的
とした活動費等に助成しています。

◆助成団体・・・・・17団体（22事業）            
　◎帯広グルッペ手話の会　　 ◎帯広手話サークル「手と手」　   ◎十勝地区里親会　　　　　　◎大正地区ノーマライゼーション推進委員会
　◎帯広更生保護女性会　　　 ◎帯広心身障害者（児）育成会　　◎WEWとかち　　　　　　　 ◎帯広地区ことばを育てる親の会
　◎帯広身体障害者福祉協会　 ◎北海道自閉症協会十勝分会　　◎北海道民生委員児童委員連盟帯広支部
　◎帯広市手をつなぐ育成会ワークセンターはまなす　　 　　　◎とかち馬文化を支える会　　◎心身障がい児（者）作品展示即売会運営委員会
　◎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　　　　　　　　　　　　◎どの子もともに普通学級へともに歩む会　　

要援護者の支援事業に……………………1,245,000円
　生活困難世帯への義援金として活用しています。

地域の福祉事業に…………………………3,833,638円
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。
▶　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

障がい児（者）余暇活動支援事業のご案内

介護予防・日常生活支援総合
事業がはじまりました

福祉職場説明会～未来の自分を見つけよう！～

就活応援セミナー(同日開催)
内　容 開催日 会　場 定員

室内スポーツ教室（実施済み）   6月25日（日） 豊成小学校体育館 20名
水辺わくわく教室   8月  6日（日）エールセンター十勝 20名
料理教室 10月  7日（土）帯広調理師専門学校 20名

ゲレンデスキー教室   1月  5日（金） メムロスキー場 13名
  1月  8日（月） 13名

かんたんパステル画教室 2月開催予定 調整中 20名

◆平成29年度　講座開催予定

◆日時 ： 平成29年8月11日（金・祝）
　 　　　13：00～15：30（受付15時まで）
◆場所 ： とかちプラザ1階ギャラリー・大集会室
◆内容 ： 人事担当者との個別相談・就職相談（25法人参加予定）
　　　 　※申込不要、入退場自由

◆時間 ： 10：00～11：30（会場同じ）
◆テーマ  ： 説明会直前！応援セミナー
　　　 　「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

◆対象者：福祉職場に関心のある学生、一般の方
◆いずれも無料

　４月より介護予防・日常生活支援総合事業（通称：総合事業）の導入により、要支援
者を対象に提供されていた予防給付サービスの一部が帯広市の行う事業に移行され
ました。
　これまで全国一律の内容・基準で実施されていた介護予防訪問介護及び介護予防
通所介護について、地域の実情に応じ、帯広市独自の基準によるサービスを提供でき
るようになったのが大きな変更点です。
　利用者は、既存の介護事業所に加え、住民ボランティアやNPOによる多様なサービ
スが受けられるようになり、介護保険制度下のサービスだけでは十分に支援が行き
届かなかった部分にまで、切れ目ないサービスの提供が期待されています。
　要支援認定を受ける前段階にある高齢者を積極的に支援し、要支援・要介護状態を
未然に防ごうという仕組みが強化されています。
　総合事業によるサービスを希望される場合は、帯広市介護保険課か最寄りの地域
包括支援センターへご相談ください。

◆申込・問い合わせ/地域福祉課　☎２１－２４１４

　◆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/帯広市福祉人材バンク　☎２７－２５２５

勘　定　科　目 合　　計

支
収
る
よ
に
動
活
業
事

収
　
入

会費収入 2,200,000
寄附金収入 3,336,000
経常経費補助金収入 60,565,000
受託金収入 104,495,000
貸付事業収入 6,275,000
事業収入 33,506,000
負担金収入 614,000
介護保険事業収入 151,800,000
障害福祉サービス等事業収入 7,108,000
受取利息配当金収入 55,000
その他の収入 471,000
　　事業活動収入計（1） 370,425,000

支
　
出

人件費支出 298,950,000
事務費支出 70,783,000
事業費支出 9,644,000
利用者負担軽減額 300,000
助成金支出 5,193,000
負担金支出 270,000
指定預託金支出 150,000
貸付事業支出 5,606,000
　　事業活動支出計（2） 390,896,000

　　　　　　事業活動資金収支差額（3）＝（1）（2） 20,471,000

等
備
整
設
施

支
収
る
よ
に 入

収
　　施設整備等収入計（4）

出
支 固定資産取得支出 2,300,000

　　施設整備等支出計（5） 2,300,000
　　　　　　施設整備等資金収支差額（6）＝（4）（5） 2,300,000

動
活
の
他
の
そ

支
収
る
よ
に

収
　
入

基金積立資産取崩収入 16,867,000
積立資産取崩収入 180,000
　　その他の活動収入計（7） 17,047,000

支
　
出

基金積立資産支出 1,256,000
積立資産支出 2,451,000
　　その他の活動支出計（8） 3,707,000

　　　　　　その他の活動資金収支差額（9）＝（7）（8） 13,340,000
　　　　　　　　　　  予備費支出（10）
　　　　　　　　　　  当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）（10） 9,431,000

　　　　　　　　　　  前期末支払資金残高（12） 200,519,000
　　　　　　　　　　  当期末支払資金残高（11）＋（12） 191,088,000

 法人後見支援員のご紹介

市民後見人になって

中　山　星　一　さん

くらしの

掲示板

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。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。

１．受講日

２．時　間

３．場　所
４．定　員
５．受講料

  9月10日（日）、   16日（土）
  　　 23日（土）、  30日（土）

）日（ 日92 、）日（日51月01
9：30～16：10
（カリキュラムによって多少変更になります）

グリーンプラザまたは帯広市役所
40名（定員になり次第締め切ります）
無料

平成29年度

▲平成28年度の受講風景
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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/

地
ま ち

域のとびら

社協フェスタ＆わいわいタウン帯広 2017

ふれあい

いきいき
つどいの場地域交流サロンで
心も も体 元気100倍!!

～帯広市社会福祉協議会は地域交流サロン活動を応援しています～

サロン活動は多くのボランティアさんに支えられています。
また、活動を通して再発見もあり、新たな出会いも広まります。私たちと一緒に活動してみませんか !!
ボランティア活動に興味のある方は、ぜひ一度、お近くのサロンへお越しください。

＊会場等のお問い合わせは、地域福祉課まで。（☎２１－２４１４）

◀あじさい 3・2
　サロンのスタッフ

◀ふれあい北サロン
　のスタッフ

　子どもから大人まで楽しんでいただけるよう福祉体験や折り紙・小物作りなどの創作体験会を行います。また、ボランティア団体によ
る活動紹介やステージ発表なども行い、盛りだくさんの内容となっています。その他にも、福祉団体による飲食コーナーや野菜・雑貨な
どの即売会など、多数の模擬店も出店しますので、皆さんのご来場をお待ちしています。

◆開催日時：平成29年8月20日（日）　10：00～15：00
◆会　　場：帯広市グリーンプラザ（帯広市公園東町3丁目9番地1）
☆記念講演会：13：00～14：30（集会室AB）
　テ  ー  マ：認知症になっても自分らしく生活したい
　講　　師：中 村　成 信  ）者著の」由理く歩てい向を前が僕「記手のてしと者事当症知認（ 氏
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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　TEL21-2414)

　 未来へ。
       お客様とともに。

イー

 ・若干名
 ・介護職員初任者研修修了者（「てだすけサービス」は帯広市が定める研修受講者。）
 ・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。
 　＜基本時給＞ 1,030 円～ 1,130 円
 　＜割増加算＞土日祝祭日・早朝・夜間は各 250円 /1 時間
 　＜資格・経験年数加算＞ 20 円～ 30円 /1 時間
　勤務に伴う移動経費支給及び被服貸与
 ・書類選考及び面接

募
　
集
　
要
　
項

▼ 救急法研修会（平成29年2月16日）

◆申込・問い合わせ／在宅福祉課　☎２１－２６７７

登録ホームヘルパー募集

●公益社団法人隊友会道東連合会第39回チャリティダンスの夕べ実行委員会　●藤寿会　●親和町内会　●医療法人社団 高木皮膚科診療所
●髙木健揚　●ボーイスカウト帯広第７団　●平井音楽事務所　●帯広ダンスクラブ　●チャーチル会帯広　●帯広市わかば会　●藤芳会
●十勝ダンススポーツ協会　●第29回友愛チャリティーショー実行委員会　●素顔会　●音蔵社会人交流会　●大正ふれあいまつり実行委員会　
●開明町内会婦人部　●帯広市女性保護の会　●他個人８名

愛情銀行の金銭預託

愛情銀行の物品預託
●南の森西七町内会（リングプル）　●啓西にこにこサロン（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）
●㈱設備テック（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）　●宅配クック123（リングプル）
●帯広年金受給者協会（リングプル）　●お茶の間わいわいくらぶ（リングプル）　●東こまどり町内会（リングプル）
●西10号ふれあいサロン（リングプル）　●南新和町内会（リングプル）　●帯広藤幼稚園（リングプル）　●帯広やわらぎ園（リングプル）
●森の子保育園（リングプル）　●東北地区老人クラブ連合会（リングプル）　●帯広市グリーンプラザ（リングプル）
●北親ふれあいサロン（リングプル）　●六栄第三町内会婦人部（使用済み切手）　●帯広身体障害者福祉協会（使用済み切手）
●北海道社会福祉協議会十勝地区事務所（使用済み切手）　●市民活動プラザ六中（使用済み切手）　●勇昇印刷㈲（使用済み切手）
●開西病院（使用済み切手）　●帯広市わかば会（使用済み切手）　●帯広慈光学園（使用済み切手）　●北洋防災工業所（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）　●北栄小学校児童会（使用済み切手）　●学習サークルハルニレの会（使用済み切手）
●帯広市環境都市推進課・納税課・学校給食センター・介護保険課・保護課・障害福祉課・こども課・社会課（使用済み切手）
●帯広市社会福祉協議会在宅福祉課・総務課（使用済み切手）　●細川製餡㈱（お餅用ねりあん）　●北海道コカ・コーラボトリング㈱（清涼飲料水）
●個人15名（リングプル）　●個人７名（使用済み切手）　●個人６名（ハム詰め合わせ、雑巾、タオル、ポータブルトイレ、介護ベッド用サイドテー
ブル、紙オムツ、尿取りパッド、介護用電動ベッド）

帯広市わかば会の事業「生き生きふれあい祭
り」にて募金活動を行った浄財と使用済み切
手を預託された、小野寺委員長、榎波会長、
市社協大久保事務局長 (左から )

大正ふれあいまつりでの各種バザーの益金を
預託された大正地区ＮＲ推進委員会の松浦、
田中副会長、山田会長、市社協大久保事務局
長 (左から )

掲載内容は、平成28年12月～平成29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。

ご協力ありがとうございました

4月より帯広市の総合事業の指定を受け、
軽度の方への支援がより充実しました。

　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、地域交流サロンや高齢者事業（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。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。

●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

入会区分

期間は1年間（4月から翌年3月）と
なっております。

入会期間

◆問い合わせ/総務課　☎２１－２４１４

会員入会のお願い

すでに入会している場合…
　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します。

～ともに支え合う、安心・安全・福祉のまちづくり～

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
資　　 格
勤務日・時間

賃 金 等

選 考 方 法
安心を
      花束に !!

コピー機、印刷機、事務用品等のご用命は

〒080-0025　帯広市西15条南28丁目1番地8
TEL(0155)47-2111㈹　FAX(0155)47-4002

http://www.soga.ne.jp/

◀ふまねっと運動に取り組む参加者
　（南の森サロン）

▲清川地区では帯広太陽福祉会が
　送迎支援を実施
　（清川ふれあい広場）

◀色んな食材を使った燻製パーティ
　（ほがらかサロン 28）

スタッフの余興を▶
楽しむ参加者 　

（東あいあいサロン）　

◀レクリエーションで盛り上がる参加者
　（啓親すずらんサロン）

▲脳トレを実践する参加者
　（北親ふれあいサロン）

◀開設 9周年サロンで
　記念撮影
　（光南ほほえみ倶楽部）

　「地域交流サロン」は、いつでも・誰でも・気軽に参加できるつどいの場として、現在、市内では30の地域で活動が展開されています。地域に根差し
。すで動活るいてれさ待期もに的国全、りあも果効くいてっが広がい合え支やい合け助の中の域地、み生をりがなつのと人と人」るえみの顏「、はンロサた

　サロンは、市内のコミセンや福祉センターなどで月１回から4・5回定期的に開催されています。お近くの会場を知りたい方は地域福祉課（☎　
21－2414）までお問い合わせください。
　お近くにお越しの際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。みなさんのお越しをお待ちしています。
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