
　高齢者が地域で生きがいを持ちながら生活を継続していくためには、医療や介護のみな
らず、さまざまな介護予防や生活支援サービスが必要とされています。
　平成29年度から「地域支え合い推進員」が市内4か所の日常生活圏域を担当しており、地
域のみなさんをはじめ、さまざまな団体・機関などと連携しながら、お住まいの地域の実情
に応じた支援体制の整備や地域づくりを進めています。
　今年度は、地域包括支援センターを有している社会福祉法人が帯広市からの業務委託を
受けており、川北圏域は帯広市社会福祉協議会、西帯広・開西圏域は愛仁園、東圏域は至心
寮、南圏域はけいせい苑にそれぞれ1名ずつ配置されています。

　「地域支え合い推進員」は、地域の高齢者の生活を支えるため、高齢者の支え合いや助け
合いの活動、高齢者のみなさんの居場所づくりなど、地域ぐるみで取り組み、暮らしやすい
帯広のまちづくりを目指しています。
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「地域支え合い推進員」が
みなさんの地域づくりを応援します！

地域支え合い推進員（帯広市第2層生活支援コーディネート業務）
　　　　　　　　　　　　　　　　　の活動がスタートしています。

私たちが担当します

■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)

〒080-0051 帯広市白樺16条西4丁目1番地　電話（代表）36-2886番  FAX36-5862番
幕別営業所/〒089-0563 幕別町千住397番地73　電話（0155）56-4645番  FAX56-5014番

堀川建設株式会社

おかげ様で７０年　夢を応援する堀川建設グループ

新築・増改築・改修・バリアフリー改修・建物解体工事

E-mail  horikawa@clione.ne.jp    URL  http://www.horikawakensetsu.co.jp/

　今年で７０周年を迎える共同募金は１０月１日から全国一斉に行

われています。

　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。

～　一人ひとりのやさしい気持ちが地域を支えます　～

～ 次の事業に活用されています ～
●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、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

福祉車両購入

障がい児 ( 者 )
余暇活動支援事業

募金の使われ方

▲開始セレモニーのあと、藤丸前で街頭募金を呼びかける田中敬二副市長、
　鈴木捷三共同募金会長、畑中三岐子社協会長

▲藤丸前で、募金活動をする藤花保育 
　園の園児たち

▲とかちプラザ前で、募金活動をする
　鉄南保育園の園児たち

宮本 拓也推進員
（川北圏域担当）

菅原 浩樹推進員
（東圏域担当）

村上千恵子推進員
（西帯広・開西圏域担当）

松井 将太推進員
（南圏域担当）

実施期間　平成２９年１０月１日（日）～１２月３１日（日）

赤い羽共同募金がスタート

災害遺児の支援をしています

会員入会のお願い

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
　世帯の生計の中心者が、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に、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。

　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。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、ご協力をお願いいたします。

　こちらのQRコー
ドからホームページ
をご覧いただけます。

◆個人（１口）　　   500円
◆団体（１口）　　1,000円
◆法人（１口）　　5,000円

●個人 33 名

社協会員　新規入会者

●帯広中央ライオンズクラブ　●帯広信用金庫　●かえで町内会
●松緑神道大和山帯広教区　●帯広市青少年育成者連絡協議会　●他個人１名

愛情銀行の金銭預託

愛情銀行の物品預託
●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）　　　　●帯広市グリーンプラザ（リングプル）
●西10号ふれあいサロン（リングプル）　●ひょっとこの会（リングプル）　●東あいあいサロン（リングプル）　●サロンときわ（リングプル）
●啓西にこにこサロン（リングプル）　　 ●西一九緑町内会（使用済み切手）　●脳外傷友の会コロポックル道東支部（リングプル）
●㈱北海道新聞社帯広支社（使用済み切手）　●㈱ディステリア京屋（使用済み切手）　●帯広身体障害者福祉協会（使用済み切手）
●帯広市環境都市推進課・障害福祉課・学校給食センター・納税課（使用済み切手）　  ●㈱設備テック（リングプル・使用済切手）
●緑栄ゆうあいサロン（リングプル・使用済み切手）　●個人12名（リングプル）　　　●個人4名（使用済み切手）
●個人1名（軍手・子ども用ブロック）　●個人1名（タオル）

▲第 16 回「すこやか農園」に寄付金の預託をされた帯広中央ライオ
　ンズクラブの黒田幸和会長（前列左）、同クラブ会員の皆様と畑中
　三岐子社協会長（前列右）

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 !!

　掲載内容は、平成29年8月～9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。

◆支給の概要
・扶養手当　児童一人につき
　　　　　 月額　1,500円（義務教育終了まで）
・修 学 費　児童一人につき
　　　　　 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（高校卒業時） 　　　  　　8,000円

※支給を受けるためには、扶養者からの申請が必要です。

◆問い合わせ/総務課　☎２１－２４１４

◀社協フェスタ
　車いす体験
　2017.8.20

宮本拓也地域支え合い推進員(写真)
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　お友達から平成26年度市民後見人養
成研修の資料を紹介され、受講したこと
により支援員としての今日があります。
　後見は資格をもった専門分野で、私に
は関わることはないものと思っていまし
た。ですが、「市民後見人」という市民と
いう名が付くことで身近に感じられまし
た。受講しただけでは役に立たずじまい
になってしまうと思い、平成26年4月に

「みまもーる」が開設されていましたので
支援員の登録をさせていただきました。
そして、先輩の後見支援員の話を聞くこ
とができ、地に足がつかない未知の状態
から目の前が開けた思いでした。
　間もなくして日常生活自立支援事業の
生活支援員としての一歩が始まりまし
た。慣れるまでは専門員が同行し指導し
てくださりましたが、次は一人での訪問
になり、不安でしたが訪問先から戻ると
支援員の皆さんと気軽にお話ができるの
で心強いです。
　現在、市民後見業務を月に一度と生活
支援員で二週間に一度の訪問を担当させ
ていただいています。事務的な処理を
しながら話を聴くことができたと感じる
とき、そうでないときもあります。「また

待っているからね～」と見送ってくださ
る姿が心に残り、次回の励みになります。
限られた時間内で多くのことに気付くこ
とができる訪問でありたいと思っていま
す。
　2025年に団塊の世代が後期高齢者と
なり少子高齢化問題にさらに拍車がかか
るるとよく耳にします。もう数年後でど
うなるのか、不安がよぎります。穏やか
な勾配から急な階段になるのでしょう
か？
　先の支援員の研修会で「一生懸命にな
りすぎて抱え込まないこと」とのお話が
ありました。後見支援員の訪問を通して
学んだことは自分だけではどうにもなら
ないことも、社会の制度で守られご近所
さん、ヘルパーさん等のさまざまな力が
プラスされるので受ける側も支援側も頑
張りすぎないことと思います。確実に需
要が増加してきています。微力ながらお
手伝いできることに感謝し、団塊の世代
も乗り切りたいです。
　平成29年度の養成研修も10月29日で
終了し、今後一人でも多くの方が登録し
てくださいますよう願っています。

帯広市ＳＯＳネットワークを
ご存知ですか？

　認知症などにより、記憶・判断力が低下し、道に迷ったり帰り道がわからなくなる
方がいます。
　帯広市徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク事業は、実際に高齢者等が行方不明に
なった際に、警察だけでなく、地域の協力機関と連携し、すみやかに発見・保護し、そ
の後の支援を行うネットワークです。
　ご家族の行方がわからなくなったときは、すぐに帯広警察署生活安全課（25－
0110）に連絡をしてください。
　連絡が早ければ、早期に発見できる可能性が高くなります。
　地域のみなさまには、道がわからなくなって困っている高齢者等を発見したり、見
かけた情報がある場合には帯広警察署や市役所に連絡をお願いします。

　◆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

　福祉職場での就労を目指す求職者の皆さんに就職活動を進める上で必要な知識や情報を提供し、就職
を支援することを目的に全3回の講習会を下記のとおり開催します。就職活動にお役立てください！

　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30年度申し込み受け付けを行ないます。

なお、申し込み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。

◆募 　 集　  期 　 間：平成29年11月１日(水) ～ 平成29年12月11日(月)
◆助成事業の実施期間：平成30年 ４月１日(日) ～ 平成31年 ３月31日(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
◆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。

◆開催概要

◆対象者　　①福祉施設へ就職を希望する方、学生の方　②帯広市福祉人材バンクに登録している方
◆参加費　　無　料

日　時 講習会名 内　容 会　場

平成29年11月７日（火）
14時～16時

「福祉の職場見学会」
～実際の仕事を見てみよう～

　福祉施設の見学および担当者によ
る施設概要等の説明

社会福祉法人　刀圭会
　地域密着型介護老人福祉施設
　ななかまど／りんどう
　（帯広市西16北1）

平成29年12月23日（土）
10時～12時

悩んでいるならまず聴こう！
福祉施設のあれこれ

　福祉施設担当者による施設概要や採
用状況等の説明（5法人程度参加予定）

帯広市グリーンプラザ
（帯広市公園東町3‐9‐1）平成30年２月25日（日）

10時～12時

自分に〝合う″を見つける‼
就活スタートガイド
講師：城戸和子氏
（KIDOライフデザイン研究所）

　就職支援の専門家による就職活動に
ついてのポイント等についての説明

平成30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

平成29年度　就活応援講習会

◆問い合わせ／総務課　☎２１－２４１４

◆問い合わせ／総務課　☎２１－２４１４◆問い合わせ／ボランティアセンター（帯広市グリーンプラザ2階）　☎２１－２４５４

◆問い合わせ／帯広市福祉人材バンク　☎２７－２５２５

 法人後見支援員のご紹介

市民後見人として
楢 山  ま り 子　さん

くらしの

掲示板

教育支援資金のご紹介

　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、詳しくお問い合わせください。

＜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　　　平成30年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　　　平成30年２月末までに申し込みください。

＜返済方法＞
◆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）

＜留意事項＞
①日本学生支援機構の給付型奨学金及び第一種奨学金(無利子)、母子父子寡婦福祉
　資金など、他の公的貸付制度及び銀行・信金等の貸付制度を優先して活用してい
　ただきます。
②借受人は修学者ですが、世帯主も連帯借受人となります。
　（ただし連帯保証人が必要となる場合もあります。）
③相談及び申込は社会福祉協議会が窓口となり、北海道社会福祉協議会で資金の使
　途や償還計画などの審査を行い決定されます。
④約束された期間に返済ができなかった場合は、年5.0%の延滞利子が加算されます。
⑤借入申込から償還完了まで、お住まいの地区民生委員が相談援助活動として関わ
　ります。
⑥高等学校修学支援金の就学給付金の給付に伴い、必要と認められる金額以外は貸
　付できません。
⑦借入申込から貸付決定まで時間を要します。借入希望者は早めにご相談下さい。
　（２ヵ月ほどかかる場合があります。）

▲農高生からカボチャの収穫指導を
　受ける参加者

▲参加者全員でカレー用のジャガ
　イモを収穫

▲ドラム缶を再利用した釜でピザ
　を焼く農高の先生と生徒

▲来年の再会を約束してみんなで
　記念撮影！

　「しらかばの会」は、平成3年9月の北海道立帯広美術館の開館以来、芸術文化の発展のために美術館と共に地域でさまざ
まなサービス活動を続けてきた文化ボランティア団体です。私たちは、美術館の各種事業に対しボランティア精神に基づい
て協力・援助すると共に、美術に関する知識と教養の向上を図ることを目的に活動しています。
　当会は平成3年8月に発足し、現在は209名の会員が5部門に分かれて、1日約20名の会員が9時30分から17時の間、2交代
制で活動しています。（ローテーション表に沿って各部で活動）　　　    　   会長　大河原　茂美

「しらかばの会」は5つの部で構成されています　※（ ）内は活動回数

第16回「すこやか農園」
収穫祭が開催されました！

　障がい児（者）やその家族、高校生ボランティアらが農作業を通じて交流を深
める「すこやか農園」収穫祭が、帯広農業高校ほ場内の農園で開催されました。
　開会式では帯広中央ライオンズクラブの黒田幸和会長から同農園の活動に10万
円の寄付があり、市社協の畑中三岐子会長から感謝状が贈呈されました。
　この日は、秋晴れの下、参加者約150名が帯農高ボランティア部の生徒と一緒に、
ジャガイモやニンジン、カボチャなどを収穫し、立派に育った野菜を手に喜びを
分かち合いました。収穫した野菜は協力団体やボランティアの協力によりにカレー
ライスに！また、今年はすべての食材が農高産の手作りピザの提供もあり、収穫
の恵みに参加者は大満足の様子でした。

～障がい児（者）と高校生が
　　  農作業を通じて交流～

【日　時】平成29年９月９日（土）
　　　　10時～12時30分

【場　所】帯広農業高校ほ場

　　　今年8月30日から1週間、帯広大谷短期大学からインターン
　　シップ（就業体験）に来られた氏さんから感想が寄せられましたので、
　　ご紹介します。

　私は、社会福祉協議会の地域福祉課でインターンシップをさせ
ていただきました。実習では地域交流サロンやボランティアセンターでの業務を体験
したことで、人と人が手を取り合える地域づくりのための支援の実際について学ぶこ
とができました。将来、地域づくりの一員として働くことを目指して勉強を頑張ってい
きたいと思います。ありがとうございました。

　　＊本会では氏さんのほかに北海道帯広聾学校中学部から2名、弘前大学から
　　1名のインターンシップを8月から9月にかけて受け入れました。

 お世話になりました  大谷短期大学1年  氏
うじ

　天
あ ま き

姫さん

　http://www.obihiro-shakyo.jp 検　索

広げようボランティアの輪
北海道立帯広美術館ボランティア『しらかばの会』
VOL.55

＊ライブラリー部（週１回）
　図書や新聞記事の保管作業を行います
＊ギャラリー部（月２回程度）　
　展示室の案内・監視役です
＊ワークショップ部（随時）
　子どもたちと一緒に作品制作などをします

私たちと一緒に活動してみませんか！！　詳しくはお問い合わせください。

＊ミュージアムショップ部（月２回程度）
　展示にあわせたグッズを販売します
＊ティーラウンジ部（月２回程度）
　飲み物やクッキーなどを提供します　

　「あなたに合う仕事がきっとあるはず！」

▲第 17 回　北海道美術館
　ボランティア交流会の様子

開 催 月 日
開 催 場 所
内　　 容
講　　 師
参 加 定 員

平成29年12月９日（土）13時30分～15時30分　
帯広市保健福祉センター２階多目的ホール(東8条南13丁目1)

（仮題）「任意後見制度　～　その意義と課題　～」
遠藤英嗣（えんどう　えいし）　弁護士・元東京法務局所属公証人
100名

福祉フォーラムのごあんない　～多数の参加をお待ちしております～
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　お友達から平成26年度市民後見人養
成研修の資料を紹介され、受講したこと
により支援員としての今日があります。
　後見は資格をもった専門分野で、私に
は関わることはないものと思っていまし
た。ですが、「市民後見人」という市民と
いう名が付くことで身近に感じられまし
た。受講しただけでは役に立たずじまい
になってしまうと思い、平成26年4月に

「みまもーる」が開設されていましたので
支援員の登録をさせていただきました。
そして、先輩の後見支援員の話を聞くこ
とができ、地に足がつかない未知の状態
から目の前が開けた思いでした。
　間もなくして日常生活自立支援事業の
生活支援員としての一歩が始まりまし
た。慣れるまでは専門員が同行し指導し
てくださりましたが、次は一人での訪問
になり、不安でしたが訪問先から戻ると
支援員の皆さんと気軽にお話ができるの
で心強いです。
　現在、市民後見業務を月に一度と生活
支援員で二週間に一度の訪問を担当させ
ていただいています。事務的な処理を
しながら話を聴くことができたと感じる
とき、そうでないときもあります。「また

待っているからね～」と見送ってくださ
る姿が心に残り、次回の励みになります。
限られた時間内で多くのことに気付くこ
とができる訪問でありたいと思っていま
す。
　2025年に団塊の世代が後期高齢者と
なり少子高齢化問題にさらに拍車がかか
るるとよく耳にします。もう数年後でど
うなるのか、不安がよぎります。穏やか
な勾配から急な階段になるのでしょう
か？
　先の支援員の研修会で「一生懸命にな
りすぎて抱え込まないこと」とのお話が
ありました。後見支援員の訪問を通して
学んだことは自分だけではどうにもなら
ないことも、社会の制度で守られご近所
さん、ヘルパーさん等のさまざまな力が
プラスされるので受ける側も支援側も頑
張りすぎないことと思います。確実に需
要が増加してきています。微力ながらお
手伝いできることに感謝し、団塊の世代
も乗り切りたいです。
　平成29年度の養成研修も10月29日で
終了し、今後一人でも多くの方が登録し
てくださいますよう願っています。

帯広市ＳＯＳネットワークを
ご存知ですか？

　認知症などにより、記憶・判断力が低下し、道に迷ったり帰り道がわからなくなる
方がいます。
　帯広市徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク事業は、実際に高齢者等が行方不明に
なった際に、警察だけでなく、地域の協力機関と連携し、すみやかに発見・保護し、そ
の後の支援を行うネットワークです。
　ご家族の行方がわからなくなったときは、すぐに帯広警察署生活安全課（25－
0110）に連絡をしてください。
　連絡が早ければ、早期に発見できる可能性が高くなります。
　地域のみなさまには、道がわからなくなって困っている高齢者等を発見したり、見
かけた情報がある場合には帯広警察署や市役所に連絡をお願いします。

　◆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

　福祉職場での就労を目指す求職者の皆さんに就職活動を進める上で必要な知識や情報を提供し、就職
を支援することを目的に全3回の講習会を下記のとおり開催します。就職活動にお役立てください！

　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30年度申し込み受け付けを行ないます。

なお、申し込み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。

◆募 　 集　  期 　 間：平成29年11月１日(水) ～ 平成29年12月11日(月)
◆助成事業の実施期間：平成30年 ４月１日(日) ～ 平成31年 ３月31日(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
◆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。

◆開催概要

◆対象者　　①福祉施設へ就職を希望する方、学生の方　②帯広市福祉人材バンクに登録している方
◆参加費　　無　料

日　時 講習会名 内　容 会　場

平成29年11月７日（火）
14時～16時

「福祉の職場見学会」
～実際の仕事を見てみよう～

　福祉施設の見学および担当者によ
る施設概要等の説明

社会福祉法人　刀圭会
　地域密着型介護老人福祉施設
　ななかまど／りんどう
　（帯広市西16北1）

平成29年12月23日（土）
10時～12時

悩んでいるならまず聴こう！
福祉施設のあれこれ

　福祉施設担当者による施設概要や採
用状況等の説明（5法人程度参加予定）

帯広市グリーンプラザ
（帯広市公園東町3‐9‐1）平成30年２月25日（日）

10時～12時

自分に〝合う″を見つける‼
就活スタートガイド
講師：城戸和子氏
（KIDOライフデザイン研究所）

　就職支援の専門家による就職活動に
ついてのポイント等についての説明

平成30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

平成29年度　就活応援講習会

◆問い合わせ／総務課　☎２１－２４１４

◆問い合わせ／総務課　☎２１－２４１４◆問い合わせ／ボランティアセンター（帯広市グリーンプラザ2階）　☎２１－２４５４

◆問い合わせ／帯広市福祉人材バンク　☎２７－２５２５

 法人後見支援員のご紹介

市民後見人として
楢 山  ま り 子　さん

くらしの

掲示板

教育支援資金のご紹介

　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、詳しくお問い合わせください。

＜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　　　平成30年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　　　平成30年２月末までに申し込みください。

＜返済方法＞
◆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）

＜留意事項＞
①日本学生支援機構の給付型奨学金及び第一種奨学金(無利子)、母子父子寡婦福祉
　資金など、他の公的貸付制度及び銀行・信金等の貸付制度を優先して活用してい
　ただきます。
②借受人は修学者ですが、世帯主も連帯借受人となります。
　（ただし連帯保証人が必要となる場合もあります。）
③相談及び申込は社会福祉協議会が窓口となり、北海道社会福祉協議会で資金の使
　途や償還計画などの審査を行い決定されます。
④約束された期間に返済ができなかった場合は、年5.0%の延滞利子が加算されます。
⑤借入申込から償還完了まで、お住まいの地区民生委員が相談援助活動として関わ
　ります。
⑥高等学校修学支援金の就学給付金の給付に伴い、必要と認められる金額以外は貸
　付できません。
⑦借入申込から貸付決定まで時間を要します。借入希望者は早めにご相談下さい。
　（２ヵ月ほどかかる場合があります。）

▲農高生からカボチャの収穫指導を
　受ける参加者

▲参加者全員でカレー用のジャガ
　イモを収穫

▲ドラム缶を再利用した釜でピザ
　を焼く農高の先生と生徒

▲来年の再会を約束してみんなで
　記念撮影！
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　高齢者が地域で生きがいを持ちながら生活を継続していくためには、医療や介護のみな
らず、さまざまな介護予防や生活支援サービスが必要とされています。
　平成29年度から「地域支え合い推進員」が市内4か所の日常生活圏域を担当しており、地
域のみなさんをはじめ、さまざまな団体・機関などと連携しながら、お住まいの地域の実情
に応じた支援体制の整備や地域づくりを進めています。
　今年度は、地域包括支援センターを有している社会福祉法人が帯広市からの業務委託を
受けており、川北圏域は帯広市社会福祉協議会、西帯広・開西圏域は愛仁園、東圏域は至心
寮、南圏域はけいせい苑にそれぞれ1名ずつ配置されています。

　「地域支え合い推進員」は、地域の高齢者の生活を支えるため、高齢者の支え合いや助け
合いの活動、高齢者のみなさんの居場所づくりなど、地域ぐるみで取り組み、暮らしやすい
帯広のまちづくりを目指しています。
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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」　
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◎ホームページアドレス　http://www.obihiro-shakyo.jp/

地
ま ち

域のとびら

「地域支え合い推進員」が
みなさんの地域づくりを応援します！

地域支え合い推進員（帯広市第2層生活支援コーディネート業務）
　　　　　　　　　　　　　　　　　の活動がスタートしています。

私たちが担当します

■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)

〒080-0051 帯広市白樺16条西4丁目1番地　電話（代表）36-2886番  FAX36-5862番
幕別営業所/〒089-0563 幕別町千住397番地73　電話（0155）56-4645番  FAX56-5014番

堀川建設株式会社

おかげ様で７０年　夢を応援する堀川建設グループ

新築・増改築・改修・バリアフリー改修・建物解体工事

E-mail  horikawa@clione.ne.jp    URL  http://www.horikawakensetsu.co.jp/

　今年で７０周年を迎える共同募金は１０月１日から全国一斉に行

われています。

　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。

～　一人ひとりのやさしい気持ちが地域を支えます　～

～ 次の事業に活用されています ～
●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、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

福祉車両購入

障がい児 ( 者 )
余暇活動支援事業

募金の使われ方

▲開始セレモニーのあと、藤丸前で街頭募金を呼びかける田中敬二副市長、
　鈴木捷三共同募金会長、畑中三岐子社協会長

▲藤丸前で、募金活動をする藤花保育 
　園の園児たち

▲とかちプラザ前で、募金活動をする
　鉄南保育園の園児たち

宮本 拓也推進員
（川北圏域担当）

菅原 浩樹推進員
（東圏域担当）

村上千恵子推進員
（西帯広・開西圏域担当）

松井 将太推進員
（南圏域担当）

実施期間　平成２９年１０月１日（日）～１２月３１日（日）

赤い羽共同募金がスタート

災害遺児の支援をしています

会員入会のお願い

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
　世帯の生計の中心者が、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に、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。

　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。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、ご協力をお願いいたします。

　こちらのQRコー
ドからホームページ
をご覧いただけます。

◆個人（１口）　　   500円
◆団体（１口）　　1,000円
◆法人（１口）　　5,000円

●個人 33 名

社協会員　新規入会者

●帯広中央ライオンズクラブ　●帯広信用金庫　●かえで町内会
●松緑神道大和山帯広教区　●帯広市青少年育成者連絡協議会　●他個人１名

愛情銀行の金銭預託

愛情銀行の物品預託
●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）　　　　●帯広市グリーンプラザ（リングプル）
●西10号ふれあいサロン（リングプル）　●ひょっとこの会（リングプル）　●東あいあいサロン（リングプル）　●サロンときわ（リングプル）
●啓西にこにこサロン（リングプル）　　 ●西一九緑町内会（使用済み切手）　●脳外傷友の会コロポックル道東支部（リングプル）
●㈱北海道新聞社帯広支社（使用済み切手）　●㈱ディステリア京屋（使用済み切手）　●帯広身体障害者福祉協会（使用済み切手）
●帯広市環境都市推進課・障害福祉課・学校給食センター・納税課（使用済み切手）　  ●㈱設備テック（リングプル・使用済切手）
●緑栄ゆうあいサロン（リングプル・使用済み切手）　●個人12名（リングプル）　　　●個人4名（使用済み切手）
●個人1名（軍手・子ども用ブロック）　●個人1名（タオル）

▲第 16 回「すこやか農園」に寄付金の預託をされた帯広中央ライオ
　ンズクラブの黒田幸和会長（前列左）、同クラブ会員の皆様と畑中
　三岐子社協会長（前列右）

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 !!

　掲載内容は、平成29年8月～9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。

◆支給の概要
・扶養手当　児童一人につき
　　　　　 月額　1,500円（義務教育終了まで）
・修 学 費　児童一人につき
　　　　　 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（高校卒業時） 　　　  　　8,000円

※支給を受けるためには、扶養者からの申請が必要です。

◆問い合わせ/総務課　☎２１－２４１４

◀社協フェスタ
　車いす体験
　2017.8.20

宮本拓也地域支え合い推進員(写真)


