
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29年10月12日（木）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）
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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9月1日発行

No.160

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

帯広市家族介護者リフレッシュ事業のご案内
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。
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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)

 ・若干名
 ・介護職員初任者研修修了者
 ・帯広市生活援助員養成研修修了者
　（てだすけサービス）
 ・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・年数加算＞ 20 円～ 30 円 /1 時間
　勤務に伴う移動経費の支給及び被服貸与
 ・書類選考及び面接

募

　集

　要

　項

◆問い合わせ／在宅福祉課　☎２１－２６７７

登録ホームヘルパー募集

　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。
　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。

●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

　平成29年7月1日発行の「おびひろ社協だよりNo.159」におきまして、5月受付済み団体の記載漏れがあり、本号において対象団体名を掲載し
ています（下線付き）。読者の皆さま、ならびに関係各位にご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。

●㈱ウチダシステムズ　●個人 74 名

社協会員　新規入会者

●（一社）帯広建設業協会　●十勝民謡連盟　●他個人2名

愛情銀行の金銭預託

愛情銀行の物品預託
●ふれあい北サロン（リングプル・使用済み切手）　●あかしや中央町内会（リングプル）　●柏林ハッピーサロン（リングプル・使用済み切手）

●帯広市グリーンプラザ（リングプル）　●介護予防サークル「ハッピー依田」（リングプル・使用済み切手）

●西10号ふれあいサロン（リングプル）　●帯広身体障害者福祉協会（リングプル・使用済み切手）　●帯広市総合案内（リングプル）

●帯広第二中学校（使用済み切手）　●訪問看護ステーション向日葵（使用済み切手）　●帯広第一病院地域医療連携課（使用済み切手）

●帯広市建築指導課・土木課・納税課・こども課・上下水道部（使用済み切手）　●ワークセンターはまなす（リングプル）

●帯広年金受給者協会（リングプル）　●帯広緑陽高校ボランティア委員会（リングプル）　●個人7名（リングプル）

●個人7名（使用済み切手）　●個人1名（尿取りパッド・タオル）

▲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理事、村上誠交通
安全委員長（左から）と畑中三岐子社協会長、小寺英吉道社協十勝地区事務所長

ご協力ありがとうございました

　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 !!

帯広市西16条北1丁目25 ☎0155-34-1281 FAX 0155-34-1287
www.sogo-printing.com

を市民の皆さん 応援しています
ボランティアセンターは

ボランティアセンター（VC）とは 私たちが住んでいる地域をより豊かに住みやすくしたい…
こんな願いを実現するための、市民とボランティアをつなぐ『窓口』です。

　ボランティア活動の拠点として、ボランティアの
相談や需給調整、活動保険の手続き、ボランティア団
体の紹介、災害ボランティアに関することなどボラ
ンティア活動に関する幅広い業務を行っています。
　また、専属のボランティアアドバイザーが自身の
ボランティア経験を活かして、相談・助言なども行っ
ています。

帯広市公園東町３丁目９ー１（帯広市グリーンプラザ２階）
　☎２１ー２４５４（不在の場合は地域福祉課まで　☎２１-２４１４）
　＊受付時間：８：４５～１７：３０（土日・祝日・年末年始を除く）

＊活動例
 ・ 福祉施設への慰問や各種行事の際のお手伝い
 ・ 話し相手、外出や通院時の同行援助など
 ・ イベントなどにおける余興（マジック、踊り、楽器演奏など）

具体的には

ボランティア派遣までの流れ

ボランティアに関するご相談は
ボランティアセンターまで！

ボランティア
センター

ボランティアの支援を
求めている人

ボランティアを
したい人

ボランティアの
派遣

相談
情報収集・相談

活動の
呼びかけ

※本会以外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、それぞれの日程で開催します。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。

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。

問い合わせ・申込／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

お詫びと訂正

「認知症になっても安心
して暮らせるまち」を
タスキでつなぐ「RUN
伴」に参加しました。

　掲載内容は、平成29年6月～平成29年7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。

〠 080-0809
帯広市東 9 条南 7 丁目 6 番地 1
TEL（0155）21-6505　FAX（0155）67-1844
〠 080-0112
河東郡音更町木野東通 2 丁目 7 番地
TEL（0155）31-6900　FAX（0155）31-0622

本　　社

音更支店

▲ボランティアアドバイザーが相談に応じます▲個別相談の様子

VCで毎月第１・３木曜日（13：30～15：30）
に開催している茶話会です。参加費無料でど
なたでも自由に参加できます。

VC内にはパソコン・印刷機・コピー機を設
置、各種会議用に事務デスクもあり、ボラン
ティア登録団体は自由に使用できます。

『木曜広場』に遊びに来てください！ボランティア活動を支援するために
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（単位：円）

平成28年度収支決算　

　高齢者等の自立支援は、当面する大
きな課題となっています。それを意識
しつつも、自分にとっては容易に手を
出せるものではないと考えていました
が、尊敬するさわやか福祉財団理事長
の堀田 力さんの言葉に心を揺り動か
されました。
　堀田さんは温和な語り口で、「後見人
は誰でも出来ますよ。」とおっしゃいま
した。これが私が市民後見人になった
経緯です。
　また、私が民生委員や福祉関係の仕
事に係わるとき、心の支えにしている
言葉があります。それは、今は亡き名
女優、オードリー・ヘップバーンさんの
遺言です。
　オードリーさんは、病身ながら晩年
ユニセフ親善大使としてアフリカの発
展途上国の貧しい人々の支援に身を投
じました。
　彼女は人間なら誰しも目指したい本
質的なあり方として、「年をとったら、
人は第二の手があることを思い出すべ
きよ。最初の手は自分のために、第二
の手は他人を助けるためにあるという
ことを…」と息子に語りました。
　支援員になった当初は、戸惑いも多
く、任務の遂行には相当の力量と心構
えが必要であると感じましたが、専門
員のご指導を受けながら今日に至って
おります。

　この仕事を円滑に進めるためには、
まず本人との意思の疎通を図り信頼関
係を構築することが何より必要である
と痛感しました。
　自分の大切な財産の管理を、他人に
任せるのですから、不安の念を抱くの
も無理はないでしょう。相手の立場を
思い、忍耐強く語りかける内、やっと心
を開いてくれ、安堵しています。最近
では、自分から話しかけてきて、笑顔も
見られるようになりました。
　共に成長を喜ぶ雰囲気が生まれたと
き、仕事のやりがいを感じます。
　市民後見人としての活動に参加する
ことは、視野を広め人間理解を深める
と共に、「自分は何をすべきか」を見つ
め直す、自己発見の機会ともなると思
います。
　これから、仕事を進めるに当たって
は焦らず気負わず真

し ん し

摯な態度で臨み、
少しでもお役に立てるように努めたい
と思います。
　高齢化が進み社会環境がいっそう厳
しくなることが予想されます。
　一人でも多くの方が、この活動に参
加することを期待します。

平成29年度　帯広市介護予防普及啓発事業
「げんき活動コース」

仲間と一緒に参加しませんか？
　帯広市の介護予防事業が変わりました。
　げんき活動コースは、地域でいきいきと活動す
るための第一歩として、無理のない運動や体操を
行う教室です。
　「運動を始めたいけれどきっかけがない…」
　「外に出る機会を作りたい！」
　「一緒に活動する仲間がほしい！」
　と思っている65歳以上の方、ぜひご参加ください。

　開催期間は、平成29年6月から平成30年2月まで、
市内18カ所の福祉センターやコミセン等で運動や体
操などの教室を行っています。
　ほぼ１週間に１回の開催で、一人12回程度の参加
が可能で、料金は無料です。
　詳しくは帯広市高齢者福祉課か最寄りの地域包括
支援センターにご相談ください。

　◆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

勘　定　科　目 合　　計

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
　入

会費収入 2,165,000
寄附金収入 2,586,347
経常経費補助金収入 62,596,906
受託金収入 96,973,026
貸付事業収入 2,229,700
事業収入 38,510,770
負担金収入 615,635
介護保険事業収入 150,844,386
障害福祉サービス等事業収入 7,278,622
受取利息配当金収入 154,129
その他の収入 577,869
    　事業活動収入計（1） 364,532,390

支
　出

人件費支出 277,913,158
事務費支出 72,982,359
事業費支出 9,263,129
利用者負担軽減額 182,033
助成金支出 4,020,000
負担金支出 370,000
指定預託金支出 143,910
貸付事業支出 2,104,200
    事業活動支出計（2） 366,978,789

　　　　　　事業活動資金収支差額（3）＝（1）−（2） −2,446,399

施
設
整
備
等 

に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等寄附金収入 120,500
    　施設整備等収入計（4） 120,500

支
出

固定資産取得支出 2,595,118
その他の施設整備等による支出 15,760
　　施設整備等支出計（5） 2,610,878

　　　　　　施設整備等資金収支差額（6）＝（4）−（5） −2,490,378

そ
の
他
の
活
動

に
よ
る
収
支

収
　入

基金積立資産取崩収入 26,944,934
積立資産取崩収入 303,005
その他の活動による収入 423,680
　　その他の活動収入計（7） 27,671,619

支
　出

基金積立資産支出 1,125,756
積立資産支出 32,501,604
　　その他の活動支出計（8） 33,627,360

　　　　　　その他の活動資金収支差額（9）＝（7）−（8） −5,955,741
　　　　　　　　　　  予備費支出（10）
　　　　　　　　　　  当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）−（10） −10,892,518

　　　　　　　　　　  前期末支払資金残高（12） 215,013,121
　　　　　　　　　　  当期末支払資金残高（11）＋（12） 204,120,603

「パソコン操作が分からない」、「新しいことにチャレンジしたい」という方に必見！
パソコンを触ったことが無くても大丈夫、初めてパソコンを使い始められる方の入門講座です。
ご参加をお待ちしています。

　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、地域包括支援セ
ンターの皆さんなどの協力をいただき、レクリエーションや介護
予防のお話し、お食事などを用意してお待ちしています。
　ぜひ、この機会に、地域の方々との交流を深め、楽しいひと時を
一緒に過ごしましょう。
　申し込みは不要です。直接、会場にお越しください。

◆会　　場　　とかちプラザ４階　コンピュータールーム（帯広市西4条南13丁目1）
◆対 象 者　　十勝管内在住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　　Excelの関数が中心で就業に必要な基礎的な内容となります。

ひとり親家庭のための就業支援講習会「パソコン講習」

ひとり暮らし高齢者「いきいき交流会」開催のお知らせ

◆申込問合せ先 / 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／帯広市共同募金委員会（担当：総務課）☎２１－２４１４

 法人後見支援員のご紹介

市民後見人として

酒　井　國　夫　さん

くらしの

掲示板

広げようボランティアの輪 赤い羽根
「寄附金付きピンバッジ募金」

介護予防自主サークル『ハッピー依田』

VOL.54

　私たちの会は、介護予防に関するテーマで運動や参加者同士の交流、活動拠点としている市内東地区での地域貢献活動
などを行う自主サークルです。「明るく健康的に地域とつながる」をテーマに平成28年３月の開設以降、東福祉センター
を会場に月４回の介護予防運動ほか、エコ活動として各種リサイクル活動（リングプル・古切手・割れ瓶など）や地域の
さまざまな行事へ参加するなど、地域との関わりを大切に活動しています。
　「地域の中で自分たちにできることは何か」ということを会員同士で話し合い、知恵と多少のお節介でこれからも地域
のために活動を続けていきたいと思っています。　　 代表　梶川　博子

　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
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、ばん馬のデザインと、共同募金運動70周年を表すロゴを記したデザイ
ンの2種類のピンバッジを各1,200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。

▲ RUN 伴 2017 に参加 ▲地域の盆踊り大会で入賞 ▲学童の児童たちと百人一首で交流

開催日 時　間 内　容 定　員 申込締め切り

9月26日（火） いずれも
10:00～15：00

（12:00～13：00は昼休憩）

Excel基礎 10名 定員になり次第
締め切ります

9月22日（金）
9月27日（水） Excel応用 10名

11月期

▲ 6月30日、グリーンプラザで開催されたいきいき交流会で、認知症予防のための
　脳トレゲームをする参加者のみなさん

※開催時間はいずれの会場も10時～13時（予定）

日　　　程 会　　　場 住　　所

10月30日 （月） 大空会館 大空町12

11月  1日 （水） 啓北コミセン 西13北2

11月  6日 （月） 緑栄福祉センター 西９南28

11月  8日 （水） 南コミセン 西10南34

11月14日 （火） 南町福祉センター 西15南36

11月15日 （水） 東コミセン 東7南9

11月17日 （金） 緑西コミセン 西17南4

11月21日 （火） 栄福祉センター 西17北１

11月22日 （水） 西帯広コミセン 西23南2

11月24日 （金） 帯広市グリーンプラザ 公園東町３

11月27日 （月） 大正農業者トレーニングセンター 大正本町西1

11月29日 （水） 森の里コミセン 西22南４

11月30日 （木） 生活館 柏林台東町2

65 歳以上の帯広
市民であれば、ど
なたでも参加でき
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29年10月12日（木）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）

■1 ■

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9月1日発行

No.160

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

帯広市家族介護者リフレッシュ事業のご案内
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。

■4 ■

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)

 ・若干名
 ・介護職員初任者研修修了者
 ・帯広市生活援助員養成研修修了者
　（てだすけサービス）
 ・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・年数加算＞ 20 円～ 30 円 /1 時間
　勤務に伴う移動経費の支給及び被服貸与
 ・書類選考及び面接

募

　集

　要

　項

◆問い合わせ／在宅福祉課　☎２１－２６７７

登録ホームヘルパー募集

　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。
　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。

●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

　平成29年7月1日発行の「おびひろ社協だよりNo.159」におきまして、5月受付済み団体の記載漏れがあり、本号において対象団体名を掲載し
ています（下線付き）。読者の皆さま、ならびに関係各位にご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。

●㈱ウチダシステムズ　●個人 74 名

社協会員　新規入会者

●（一社）帯広建設業協会　●十勝民謡連盟　●他個人2名

愛情銀行の金銭預託

愛情銀行の物品預託
●ふれあい北サロン（リングプル・使用済み切手）　●あかしや中央町内会（リングプル）　●柏林ハッピーサロン（リングプル・使用済み切手）

●帯広市グリーンプラザ（リングプル）　●介護予防サークル「ハッピー依田」（リングプル・使用済み切手）

●西10号ふれあいサロン（リングプル）　●帯広身体障害者福祉協会（リングプル・使用済み切手）　●帯広市総合案内（リングプル）

●帯広第二中学校（使用済み切手）　●訪問看護ステーション向日葵（使用済み切手）　●帯広第一病院地域医療連携課（使用済み切手）

●帯広市建築指導課・土木課・納税課・こども課・上下水道部（使用済み切手）　●ワークセンターはまなす（リングプル）

●帯広年金受給者協会（リングプル）　●帯広緑陽高校ボランティア委員会（リングプル）　●個人7名（リングプル）

●個人7名（使用済み切手）　●個人1名（尿取りパッド・タオル）

▲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理事、村上誠交通
安全委員長（左から）と畑中三岐子社協会長、小寺英吉道社協十勝地区事務所長

ご協力ありがとうございました

　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 !!

帯広市西16条北1丁目25 ☎0155-34-1281 FAX 0155-34-1287
www.sogo-printing.com

を市民の皆さん 応援しています
ボランティアセンターは

ボランティアセンター（VC）とは 私たちが住んでいる地域をより豊かに住みやすくしたい…
こんな願いを実現するための、市民とボランティアをつなぐ『窓口』です。

　ボランティア活動の拠点として、ボランティアの
相談や需給調整、活動保険の手続き、ボランティア団
体の紹介、災害ボランティアに関することなどボラ
ンティア活動に関する幅広い業務を行っています。
　また、専属のボランティアアドバイザーが自身の
ボランティア経験を活かして、相談・助言なども行っ
ています。

帯広市公園東町３丁目９ー１（帯広市グリーンプラザ２階）
　☎２１ー２４５４（不在の場合は地域福祉課まで　☎２１-２４１４）
　＊受付時間：８：４５～１７：３０（土日・祝日・年末年始を除く）

＊活動例
 ・ 福祉施設への慰問や各種行事の際のお手伝い
 ・ 話し相手、外出や通院時の同行援助など
 ・ イベントなどにおける余興（マジック、踊り、楽器演奏など）

具体的には

ボランティア派遣までの流れ

ボランティアに関するご相談は
ボランティアセンターまで！

ボランティア
センター

ボランティアの支援を
求めている人

ボランティアを
したい人

ボランティアの
派遣

相談
情報収集・相談

活動の
呼びかけ

※本会以外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、それぞれの日程で開催します。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。

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。

問い合わせ・申込／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

お詫びと訂正

「認知症になっても安心
して暮らせるまち」を
タスキでつなぐ「RUN
伴」に参加しました。

　掲載内容は、平成29年6月～平成29年7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。

〠 080-0809
帯広市東 9 条南 7 丁目 6 番地 1
TEL（0155）21-6505　FAX（0155）67-1844
〠 080-0112
河東郡音更町木野東通 2 丁目 7 番地
TEL（0155）31-6900　FAX（0155）31-0622

本　　社

音更支店

▲ボランティアアドバイザーが相談に応じます▲個別相談の様子

VCで毎月第１・３木曜日（13：30～15：30）
に開催している茶話会です。参加費無料でど
なたでも自由に参加できます。

VC内にはパソコン・印刷機・コピー機を設
置、各種会議用に事務デスクもあり、ボラン
ティア登録団体は自由に使用できます。

『木曜広場』に遊びに来てください！ボランティア活動を支援するために


