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内で
もし、市
災害が
大規模
たら…
発生し

帯広市災害ボランティアセンターが設置されます
大規模な洪水や地震災害などが発生したときには、全国各地から復興
支援に駆け付ける「ボランティア」と被災者の「復興ニーズ」をつなぐ
ための臨時的・応急的組織である「災害ボランティアセンター」（略：
災害ＶＣ）が設置されます。
帯広市では、平成29年１月に、市と本会が「帯広市災害ボランティア

◀平成 年９月に設置された、南富良野町災害ボ
ランティアセンター。本会より職員１名を派遣。

災害ボランティアセンターの
設置と役割

センターの設置及び運営に関する協定書」の締結を行いました。
この協定により市内で大規模災害が発生し、市が災害ＶＣの設置を必
要と認めたときは、市と本会が協議し、市の要請に基づき本会が帯広市
グリーンプラザに災害ＶＣを設置し、運営を行います。
今回は、災害ＶＣの設置と役割などについてお知らせします。

【 災害ボランティアセンター（災害VC）の取り組み 】
平

常

時

災

■災害VCの機能

１．関係団体との連携
災害時に備え、関係団体と連携し、日常的なボラ
ンティア活動の支援を行います。
２．帯広市との連携
ボランティア研修や訓練を実施、災害資機材の
確保などについて連携を図っています。
３．ボランティア講座や研修などの実施
災害ボランティアコーディネーターの養成講座
やフォローアップ研修などを実施しています。
４．十勝管内社協や行政との連携
昨年４月の北海道災害ＶＣの開設に伴い、道内14
地区の一つとして十勝の行政と市町村社協による「災
害ボランティア組織連携会議」を設置しました。

害

時

災害VCは、帯広市グリーンプラザに設置されます。ただし、災害の状況により同プラザに設置す
ることができない場合は、帯広市がこれに代わる施設を確保します。

■災害VCの機能

３．オリエンテーション
◦活動内容説明
１．被災地ニーズの把握
◦注意事項等
２．ボランティアの受け入れ
４．資機材の準備
３．ボランティアの派遣調整・資機材の貸し出し
◦活動に必要な資機材の準備
４．報告・振り返り
５．送り出し
■災害ボランティア活動の流れ
◦活動先の案内
１．受付
◦ボランティアの送り出し
◦ボランティア受付
６．資機材返却、手洗い・うがい
◦活動保険加入
７．活動報告
◦名札作成等
◦活動終了後、ボランティアセンターで報告
２．マッチング（被災者ニーズとの需給調整）
◦ニーズの紹介 ・活動グループ作り

帯広市災害ボランティアセンター設置・運営訓練を開催！
北海道社会福祉協議会では、本年、本会と共催で、災害ＶＣの立ち上
げ・運営訓練を「災害ボランティアコーディネーター養成・資質向上研
修会（実践編）」として実施します。
本会の災害ＶＣマニュアルを使用した実践的な訓練を通して、災害発
生時のスムーズな被災者支援について研修します。

◆と き：平成30年11月11日（日）
◆ところ：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：十勝管内の社会福祉協議会職員ほか

◆問い合わせ／地域福祉課

☎２１－２４１４

帯広市家族介護者リフレッシュ事業のご案内
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開催します。

▲昨年のリフレッシュ事業に参加された皆さん

◆問い合わせ/地域包括支援センター

参加対象 ／ 65歳以上の要支援1・2、要介護1 〜 5の市内在住の高齢者を在宅で
介護している市民
同居家族の人でなくても参加可
日
時 ／ 平成30年10月11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です）
参 加 費 ／ 無料
集合場所 ／ 帯広市役所（西5条南7丁目）

※当センター以外でも開催されますので、各地域包括支援センターへお問い合わせください。

☎２１－３２９２ ・ 地域包括支援センター（北） ☎６６－４５３５
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福祉職場説明会
子育て世代のための

合同企業説明会

～未来の自分を見つけよう！～

地域交流サロン

ボランティアスタッフの募集

子育て応援に賛同している企業の採用担当者から、直接お話が聞ける
合同企業説明会を開催します。申し込み不要で、服装も自由です。現在
仕事を探している人や転職を考えている人は、ぜひご参加ください。
◆開催日時

平成30年9月6日（木）10：00～15：00

◆会

とかちプラザ１階

場

大集会室

▲楽しく歓談する参加者（ふれあい北サロン）

（帯広市西４条南13丁目１）
◆対 象 者

十勝管内のひとり親家庭のお母さん・お父さんや
子育て中で求職・転職を考えている人

◆参 加 費

無料

※事業所の人事担当者との個別相談ができます。
（15事業所の参加を予定）
※就職に関する相談・情報提供コーナーを設けます。
（ハローワーク帯広、ジョブカフェ・ジョブサロン帯広、
おびひろ地域若者サポートステーション）
※託児スペース完備！お子さまを連れてご参加いただけます。

地域交流サロンは、いつでも・誰でも・自由に参加できる、楽し
い仲間づくりの場として、現在市内に31箇所が設置されています。
この活動は、ご近所同士で交流することによって「顏のみえる」
人と人とのつながりができ、地域コミュニティづくりや心身の健康
維持などさまざまな効果があり、全国的にも大いに期待されています。
また、本会では、市内で活動する地域交流サロンのボランティア
スタッフやその活動をサポートしています。
ボランティア活動は、誰でも自分の興味や関心によって、また時
間の余裕や生活環境に合わせて参加できる活動です。自分のできる
ことからボランティア活動の第一歩を踏み出してみませんか。
地域交流サロンのボランティアスタッフに興味・関心を持たれてい
る人は下記の電話番号にご連絡ください。

◆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
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◆問い合わせ/成年後見支援センター

☎２０－３２２５

負担金収入

受取利息配当金収入
その他の収入
事業活動収入計（1）
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広げようボランティアの輪
「レクリエーション吹矢」を体験してみてください！

日本吹矢レクリエーション協会帯広では、健康増進と地域コミニュティを構築することを目的に
活動し、昨年の10月から十勝管内の多くの方々に「レクリエーション吹矢」を体験していただい
ています。
「レクリエーション吹矢」は、誰でも気軽に参加できる腹式呼吸を用いた有酸素運動です。その
効果は脳の活性化、心肺機能の向上、口腔ケア、集中力の向上、ストレス解消につながると言われ
ています。「レクリエーション吹矢」は、難しい動作がありませんので、初めての方でも的に当て
ることができます。また、ゲームとしての「単純明快なおもしろさ」と、スポーツとしての「挑戦
する醍醐味」、そして的に当たる「喜び」や「爽快感」も兼ね備えています。
現在は、帯広市社会福祉協議会をはじめ十勝管内の各町の社会福祉協議会、教育委員会にもお世
話になり、初心者向けの体験会を開催しています。また、昨年の12月から帯広市グリーンプラザ
において毎月２回、10名のメンバーで、楽しくサークル活動も行っています。
ただ今、メンバー募集中です。初心者向けの体験会も行っていますので、気軽に参加お待ちして
ます。
日本吹矢レクリエーション協会帯広
センター長
細川 善正

2,200,000

決

算

（単位：円）
差

異

2,127,500

72,500
-381,520

3,336,000

3,717,520

60,565,000

60,563,306

1,694

104,495,000

106,331,970

-1,836,970

6,275,000

1,695,500

4,579,500

33,506,000

32,856,728

649,272

614,000

654,462

-40,462

151,800,000

145,917,606

5,882,394

7,108,000

9,004,470

-1,896,470

55,000

38,101

16,899

471,000

680,889

-209,889

370,425,000

363,588,052

6,836,948

302,358,727

294,123,792

8,234,935

事務費支出

69,849,157

64,558,708

5,290,449

事業費支出

9,493,116

8,361,708

1,131,408

300,000

212,602

87,398

助成金支出

5,193,000

4,749,900

443,100

負担金支出

270,000

270,000

指定預託金支出

150,000

131,231

18,769

5,606,000

1,033,000

4,573,000

事業活動支出計（2）

393,220,000

373,440,941

19,779,059

事業活動資金収支差額（3）＝（1）−（2）

-22,795,000

-9,852,889

-12,942,111

2,300,000

1,997,538

302,462

施設整備等収入計（4）
固定資産取得支出
その他の施設整備等による支出
施設整備等支出計（5）
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）−（5）

▲サークルのメンバー、前列中央が細川善正
センター長

算

人件費支出

貸付事業支出

VOL.

予

利用者負担軽減額

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）

出

度の「市民後見人養成研修」を受

事業収入

障害福祉サービス等事業収入

支

となるべく互助の精神と支援の

貸付事業収入

介護保険事業収入

入

「日常生活自立支援」と「法人後

策》

受託金収入

収

の先頭を走る日本。世界の手本

防

目

経常経費補助金収入

その他の活動による収支

このような方々を支援するため

《予

●「水分」をこまめに取りましょう。
●「塩分」をほどよく取りましょう。
●気温と湿度に気をつけましょう。
（室温はこまめに確認。湿度もチェック。）
●衣服を工夫し、日差しを避けましょう。

科

寄附金収入

支出

てしまったら皆さんはどのよう

状》

定

会費収入

収入

身を振り返る良い機会ですし、

勘

施設整備等による収支

ます。こんな状態に自分がなっ

帯広市社会福祉協議会 平成29年度収支決算

出

ちも生活環境も全く違う方への

☎２１－２４１４

これからの時期も油断はできません

●めまいや立ちくらみがある。顔がほてる。
●筋肉痛や筋肉のけいれんがある。
●体のだるさや吐き気、頭痛を伴う場合もある。
●汗のかき方がおかしい。（ふいてもふいても汗が出る。もしくはまったくかかない。）
●体温が高い、皮膚を触るととても熱い。
●呼びかけに反応しない、まっすぐ歩けない。

製作者：
原 小夏さん

◆問い合わせ／帯広市共同募金委員会（担当：総務課）☎２１－２４１４

熱中症は、高温多湿な環境に体が適応できないことで生じます。誰でも熱中症にかかる危険性はありますが、特に高齢になると体の変
化のせいで暑さを感じにくくなります。命に関わることもありますので、症状や予防策を知って、普段から気をつけて生活しましょう。
また、熱中症は体力が落ちるとかかりやすくなります。バランスのよい食事やしっかりと睡眠をとることも大事です。また、冬場は暑い
時期に比べて、水分補給の回数が少なくなりがちです。暖房のきいた部屋では、室内の乾燥で体から水分が失われがちです。こまめな水
分補給を心がけ、オールシーズン「熱中症知らず」を目指しましょう。
～地域包括支援センターからのお知らせ～

《症

製作者：
四宮 七瀬さん

支

金、入院や施設入所の契約が困

ボランティアは
よくわからない
けど、人のために
何かしてみたい…

入

後見」の両方の支援員として活

自分の趣味を
生かしてボラン
ティアがしたい

ボランティアを
してみたいけど、
行う場所がない…

収

（自分では「まだまだ！」と思っ

さん

◆現在、お住いの地域で活動している地域交流サロンをご
紹介します！ ＊サロン体験も随時募集しています
◆活動先が決まったら、本会窓口でボランティア登録・活
動保険加入手続きを行います。
（保険料の半額を助成しています）
◆まずは、お気軽にご相談ください。

である花火大会をモチーフに、夜空に
浮かぶ大きな大輪は四季を、中輪は自
然を、小輪は人々の温かさとさわやか
さを表した「花火」のデザイン２種類
を各１，２００個限定で作成しました。
「寄附金付きピンバッジ募金」は、
帯広市社会福祉協議会の窓口のほか、
帯広競馬場内の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
にも設置を予定しています。皆様のご
協力をよろしくお願いいたします。

寄附金付きピンバッジは、帯広市共
同募金委員会が新しい募金の形として
平成２６年度から取り組んでいる募
金で、「寄附金付きピンバッジ募金」
５００円の募金でピンバッジ１個を差
し上げ、制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、帯広柏葉高校美術部の生徒
さんによるデザイン、昭和３９年に帯
広動物園にやってきたメスのインドゾ
ウで、現在、北海道唯一のゾウ「ナナ」
ちゃんのデザインと帯広の夏の風物詩

事業活動による収支

人生の折り返し点を過ぎて

政昭

▲保育園児との交流会の様子（柏林ハッピーサロン）

今年は、柏葉高校美術部員が作成

オールシーズン熱中症に気をつけよう !!

掲示板

支援員のススメ
鈴木

◆問い合わせ/地域福祉課

くらしの

法人後見支援員のご紹介

▲スタッフの指導による健康体操（サロンほくえい）

赤い羽根「寄附金付きピンバッジ募金」

15,580

-15,580

2,013,118

286,882

-2,300,000

-2,013,118

-286,882

16,867,000

16,867,000

2,300,000

180,000

20,000

160,000

1,832,000

1,670,140

161,860
321,860

18,879,000

18,557,140

基金積立資産支出

1,256,000

1,086,713

169,287

積立資産支出

2,451,000

4,359,349

-1,908,349

その他の活動による支出
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）

840,000

840,000

4,547,000

6,286,062

-1,739,062

14,332,000

12,271,078

2,060,922

-10,763,000

405,071

-11,168,071

予備費支出（10）
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）−（10）
▲メンバーによる活動の様子
（帯広市グリーンプラザにて）

前期末支払資金残高（12）

204,126,000

204,120,603

5,397

当期末支払資金残高（11）＋（12）

193,363,000

204,525,674

-11,162,674
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■

4■

登録ホームヘルパー募集
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

・若干名

資

・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

格

募

( てだすけサービス )

集

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。

要

（勤務日数・時間等は応相談）

項

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

◆問い合わせ／在宅福祉課

▲RUN伴2018 認知症の啓発を行うイベントで、当事者や
支援者などがタスキリレーで走りました。

☎２１－２６７７

会員入会のお願い
地域福祉の増進を図るうえで、その運営を支えるため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。
入会期間

入会区分

社協会員 平成30年度新規入会者

期間は1年間
（4月から翌年3月）となって

●個人会員（年会費） 1口

500円

おります。

●団体会員（年会費） 1口

1,000円

●法人会員（年会費） 1口

5,000円

○帯広身体障害者福祉協会婦人部
○個人

8名

◆問い合わせ/総務課 ☎２１－２４１４

ご協力ありがとうございました
掲載内容は、平成30年6月～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
●十勝民謡連盟

●茶道裏千家淡交会帯広支部

●開明町内会婦人部 ●一般社団法人帯広建設業協会

愛情銀行の物品預託

▲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
安全委員長と朝日照夫社協副会長、小寺英吉道社協十勝地区事務所所長（右から）

●お茶の間わいわいくらぶ（リングプル） ●緑樹会（リングプル）
●介護予防サークル「ハッピー依田」
（リングプル）
●南栄町内会（リングプル） ●帯広市グリーンプラザ（リングプル）
●若葉仲よし会（リングプル） ●西10号ふれあいサロン（リングプル）
●西一九緑町内会（使用済み切手）
●開西病院在宅ケアセンター（使用済み切手）
●帯広身体障害者福祉協会（使用済み切手）
●帯広市市民税課・上下水道部・保護課・障害福祉課・総合案内・
学校給食センター（使用済み切手）
●宅配クック123（リングプル・使用済み切手）
▲久富一夫帯広時計貴金属眼鏡商組合長様（中央右）より、壁時計の寄贈を受けられ
た各施設の皆さんと朝日照夫社協副会長（中央左）
●個人7名（リングプル） ●個人3名（使用済み切手）

60年の歴史と技術 最新設備
各種
割引制度で
〒080-0810 帯広市東10条南18丁目5
安心・お得！
TEL 0155-22-4848

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 )

