■

1■

No.163
平成30年7月1日発行

帯広市社協
マスコットキャラクター
「ニコ、ニッコ、ニーコ」

ホームページでも
ご覧になれます

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/

「第１７回すこやか農園」が開園！！
～農作業を通じ障がい児（者）と農高生が交流～
さわやかな青空の下、約100人が参加して障がい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「第17回すこやか農園」
（市社協主催）の開園式が５月12日、同高ほ場で開催されました。この農園は、障がい児（者）を持つ親の会４団体が参加するほか、帯農
高、帯広中央ライオンズクラブ、帯広市が協働して種植えから収穫までの農作業を通じ、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ために、また、帯農高の「総合学習」の一環として実施しています。
種植え作業は、農業クラブ（牧野有紗会長）の生徒約30人が先生役となり、ジャガイモやカボチャ、玉ねぎなどを参加者と一緒に植え
付け、心地よい汗を流しました。作業の後は農業クラブの皆さんが作ってくれた綿あめやポップコーンを食べながら、参加者と農高生
が１年ぶりの交流を楽しみました。今後は、６月16日と７月22日に生育調査・交流会、９月８日には収穫祭を予定しています。

▲開園式で整列する農業クラブ執行部のみなさん（左端が牧野有紗会長）

▲鍬入れ式。右から牧野有紗農業クラブ会長、稲葉利行市障害福祉課長、星野
重孝実行委員長、畑中三岐子社協会長、二木浩志農高校長、参加者代表の大崎
和馬さん

▲農業クラブのお兄さん・お姉さんがニンジンの種のまき方を丁寧に指導

▲すこやか農園の看板をバックに最後にみんなで記念撮影。 はい！ピース

社協フェスタ＆わいわいタウン帯広 2018
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。

◆日

時：平成30年8月19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）

☆公 演： 13：00～14：30（集会室AB）
テーマ： 「知的・発達障がいに関する理解を広めよう！」
～心のバリアフリー！障がいのある方を理解するために～
講 師： 札幌市手をつなぐ育成会 啓発隊 「
」
知的・発達障がいの特性や支援方法の説明と、言葉が伝わらない世界、
見え方や聞こえ方などの身体感覚の疑似体験や体験談を通して、障がい
のある方の日常生活の知られざる苦悩や課題について理解を深めます。

▲帯広手話サークル「手と手」による手話コーラスの様子
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福祉職場説明会

～未来の自分を見つけよう！～
◆日時：平成30年８月11日（土・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（帯広市西4条南13丁目1番地）
◆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

同日開催

就活応援セミナー

「ふれあいのつどい」
お茶とお菓子を食べながら、日々のお困りごとや情報交換（育児・仕事）

（KIDOライフデザイン研究所 キャリアデザイナー）

時

平成30年7月18日（水）13：30～15：30

◆場

所

帯広市グリーンプラザ

会議室B・C（帯広市公園東町3丁目9番地1）

◆内

容

講師が就活に役立つ身だしなみやメイクのポイントを教えます。

◆講

師

ポーラ

ザ・ビューティー帯広店

◆対象者

十勝管内在住の母子家庭の母等

◆定

20名（先着順）

員

◆参加費

無料

◆託

なし

児

◆その他

＊親子で参加可能。

セミナー終了後、個別相談を実施します。
＊希望者のみ（申込必須）

▲平成 29 年度 福祉職場説明会

共同募金運動にご協力ありがとうございました

くらしの

掲示板

平成29年度 赤い羽根・歳末たすけあい募金
善意の総額は 15,771,031円
頭など、多くの皆様の参加とご協力をいただきました。

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・・・・・１９団体（２４事業）

生活困難世帯への義援金として活用しています。

●法人会員（年会費） 1口

5,000円

者募

（カリキュラムによって多少変更になります）

33,625,000
614,000
143,588,000
8,803,000
40,000
301,000
365,667,000
303,897,000

事務費支出

69,710,000

事業費支出

10,635,000

利用者負担軽減額
助成金支出

5,662,000

負担金支出

1,270,000

事業活動支出計（2）

集中
!!

5,011,000

人件費支出

貸付事業支出

１．受講日 9 月 1 日（土）、9 日（日）、17 日（月）
24 日（月）、29 日（土）、30 日（日）
２．時 間 9：30 ～ 16：10
３．場 所 帯広市グリーンプラザまたは帯広市役所
４．定 員 30 名（定員になり次第締め切ります）
５．受講料 帯広市民の方は無料

事業活動収入計（1）

106,736,000

事業活動資金収支差額（3）＝（1）−（2）

300,000

155,000
4,889,000
396,518,000
−30,851,000

施設整備等収入計（4）
固定資産取得支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）−（5）
基金積立資産取崩収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
その他の活動収入計（7）

1,151,000
1,151,000
−1,151,000
16,184,000
2,229,000
3,079,000
21,492,000

基金積立資産支出

1,238,000

出

1,000円

負担金収入

61,376,000

支

●団体会員（年会費） 1口

事業収入

その他の収入

入

500円

貸付事業収入

受取利息配当金収入

収

●個人会員（年会費） 1口

3,373,000

障害福祉サービス等事業収入

支出

～急増する後見需要！市民の皆さんの協力が必要です～

2,200,000

寄附金収入

介護保険事業収入

収入

市民後見人養成研修

受講

計

出

平成30年度

合

会費収入

指定預託金支出

その他の活動

なっております。

☎２１－２４１４

◆問い合わせ/帯広市役所高齢者福祉課
☎６５－４１４５
お近くの地域包括支援センター

による収支

期間は1年間（4月から翌年3月）と

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。

◆問い合わせ/総務課

65 才以上の市民であれば、だれでも参加でき料金は無料です。

による収支

入会区分

という方はぜひご参加ください

研修修了生の皆さんには、個別に意向確認後、市民後見人として登録し、後見活動（有償）
を行っていただきたいと考えております。なお、今年は芽室町さんとの合同研修を予定し
ています。

会員入会のお願い
入会期間

▶ 一緒に活動する仲間がほしい!

目

受託金収入

施設整備等

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

▶ 外に出る機会をつくりたい!

科

支

地域の福祉事業に………………… 3,541,592 円

◎帯広グルッペ手話の会 ◎帯広市手をつなぐ育成会ワー
クセンターはまなす ◎十勝地区里親会 ◎帯広更生保
護女性会 ◎帯広要約筆記サークルたんぽぽ◎帯広心身障
害者（児）育成会 ◎帯広地区ことばを育てる親の会 ◎大
正地区ノーマライゼーション推進委員会 ◎帯広身体障害
者福祉協会 ◎ＮＰＯえがお ◎北海道民生委員児童委員
連盟帯広支部 ◎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 ◎心身障がい児(者)作品展示
即売会運営委員会 ◎北海道自閉症協会十勝分会 ◎どの
子もともに普通学級へ ともに歩む会 ◎とかちダルク
◎湯浅誠氏講演会実行委員会 ◎ガイドヘルプボランティ
アくるみの会

▶ 運動や体操を始めたいけどきっかけがない…

定

経常経費補助金収入

入

地域福祉活動への助成金に…… 1,373,000 円

要援護者の支援事業に…………… 1,374,000 円

（単位：円）
勘

事業活動による収支

助成のあらまし

▶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。

「げんき活動コース」 のお知らせ

収

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。

道内福祉向上・運動推進………… 9,482,439 円

平成30年度収支予算

－帯広市の介護予防普及啓発事業－

日本では支え手である若い世代の人口が減少し、2025 年には高齢者人口がピークに達しま
す。また、2035年には79万人もの介護人材が不足するという報告書が国から発表されました。
今後は必要な介護が十分に受けられなくなることも予測されますが、自分の健康は自分で
守り、自分らしい人生を送りたいものです。趣味や運動など、自主的に取り組む活動が介護予
防につながります。
帯広市では介護予防普及啓発事業「げんき活動」コースを市内 18 カ所の会場で行っています。

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

平成 30 年度分

▲平成 29 年度の茶話会

◆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

◆申込・問い合わせ／帯広市福祉人材バンク ２７－２５２５

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。

自身が「がん」による手術を二度経験したことから、十勝･帯広に住む皆さんにがんの早期発見・検診受診率の向上を訴
えたいと考え「えんぽっくる」を立ち上げました。
また、自身の経験から、がんに罹患する患者本人はもちろんのこと、患者を支える家族にも多くの悩みがあることを知
りました。こうした経験から「がん患者」と「家族」の双方を「支援する会」として活動することを念頭に置き活動して
います。
がん患者・家族の支援会 えんぽっくる
代表世話人 古城 剛

など、自由なテーマでおしゃべりしてみませんか！
◆日

広げようボランティアの輪

がん患者が活動しやすい環境づくりに向けて

参加者同士の交流・意見交換を目的に茶話会を開催します。

「就活！身だしなみ・メイクアップ講座」を同日開催！

◆時間：10：30～12：00（会場同じ）
◆テーマ：知りたい情報を引き出すコミュニケーション
～伝える・伝わる・共有する～
◆講師：城戸 和子 氏
※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
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第２回就業支援セミナー茶話会＆就活講座

積立資産支出

4,855,000

その他の活動支出計（8）
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）−（8）

6,093,000
15,399,000

予備費支出（10）
▲平成29年度の市民後見人養成研修

◆問い合わせ/帯広市成年後見支援センター ☎２０－３２２５
E-mail:kouken@obihiro-shakyo.jp

当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）−（10）

−16,603,000

前期末支払資金残高（12）

203,621,000

当期末支払資金残高（11）＋（12）

187,018,000
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登録ホームヘルパー募集
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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
要
項

募 集 人 員 ・若干名
資
格 ・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 )
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。
勤務日数・時間等は応相談
賃 金 等 ＜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～ 50 円 /1 時間
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
安心を
花束に !!
◆問い合わせ／在宅福祉課 ☎２１－２６７７

▼ 救急法研修 平成30年2月20日

心臓の位置、わかりますか？

ご協力ありがとうございました
掲載内容は、平成29年12月～平成30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。

愛情銀行の金銭預託
●日昇車輛㈱ ●藤寿会

●藤芳会

●平井音楽事務所

●十勝ダンススポーツ協会

●公益社団法人隊友会道東連合会第40回チャリティダンスの夕べ実行委員会
●帯広ボランティア連絡協議会

●帯広ダンスクラブ

●第30回友愛チャリティーショー実行委員会

●帯広市わかば会

●チャーチル会帯広

●㈲ジョイセーラーさかいニュー琴 ●ボーイスカウト帯広第７団

●大正ふれあいまつり実行委員会 ●帯広のまつり推進委員会 ●他個人３名

帯広市わかば会事業「生き活きふれあい祭」の益金と
使用済切手を預託された（右から）三上美代子推進員、
森朝子ボランティア委員長、榎波修会長、大久保良信
社協事務局長

「大正ふれあいまつり」の各種バザーの益金を預託された
（左から）宮浦賢二副会長、松浦昭伍会長、大久保良信
社協事務局長、川田弘二地域福祉課長

愛情銀行の物品預託
●六栄第三町内会婦人部（リングプル・使用済み切手） ●広西親和会（リングプル・使用済み切手）

「友愛チャリティーショー」の益金を預託された帯広市
老人クラブ連合会の皆さん（左から）遠藤雅美友愛委
員長、野水ミツ子副会長、鑓水慧子副会長、鈴木敏市
会長、畑中三岐子社協会長、坂本敬輔副会長、助川嘉
昭副会長

●写真工房（リングプル・使用済み切手）

●ふれあい北サロン（リングプル・使用済み切手） ●柏林ハッピーサロン（リングプル・使用済み切手） ●㈱設備テック（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・使用済み切手） ●啓西にこにこサロン（リングプル・使用済み切手）
●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） ●帯広ハルニレの会（リングプル・使用済み切手）
●ワークセンターはまなす（リングプル） ●東こまどり町内会（リングプル） ●あかしや中央町内会（リングプル） ●松竹町内会（リングプル）
●東あいあいサロン（リングプル） ●帯広ろう者協会（リングプル） ●帯広市グリーンプラザ（リングプル） ●帯広年金受給者協会（リングプル）
●南の森西七町内会（リングプル） ●八の日ジャンプの会（リングプル） ●大心中央町内会（リングプル）

●北親ふれあいサロン（リングプル）

●東北地区老人クラブ連合会友愛活動推進員一同（リングプル） ●十八緑町内会（リングプル） ●帯広市立第二中学校（使用済み切手）
●㈲三好木工（使用済み切手） ●明治安田生命帯広営業所（使用済み切手） ●三井住友海上帯広ＳＣ（使用済み切手） ●髙橋木工場（使用済み切手）
●十勝毎日新聞社（使用済み切手） ●帯広第四中学校生徒会（使用済み切手）

●㈱マルベリーさわやかセンター帯広（使用済み切手）

●帯広市わかば会（使用済み切手） ●お茶の間わいわいクラブ（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・戸籍住民課・保護課・社会課・障害福祉課・市民税課・総合案内・上下水道部・清掃事業課（使用済み切手）
●ナルクとかち （ナルク エンディングノート）●北海道コカ・コーラボトリング㈱ （清涼飲料水） ●個人9名（使用済み切手）
●個人23名（リングプル） ●個人6名（タオル、介護ベッド、デジタルハイビジョン液晶テレビ、ひな人形、書籍、紙オムツ、紙パンツ）

コピー機、印刷機、事務用品等のご用命は

http://www.soga.ne.jp/
〒080-0025 帯広市西15条南28丁目1番地8
TEL(0155)47-2111㈹ FAX(0155)47-4002

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

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 )

