
営業品目／サービスステーション、LPG、灯油、軽油、

重油、格安レンタカー、新車・中古車販売、車検整備、

板金、保険、住宅機器全般、太陽光発電、風力発電、

オフグリッドソーラーシステム、蓄電池
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帯広市社協
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「ニコ、ニッコ、ニーコ」　
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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)

●帯広中央ライオンズクラブ　●帯広信用金庫　●かえで町内会
●帯広グルッぺ手話の会　●帯広のまつり推進委員会

●あかしや中央町内会（リングプル）　●東あいあいサロン（リングプル）
●西10号ふれあいサロン（リングプル）　●帯広市グリーンプラザ（リングプル）
●ワークセンターはまなす（リングプル）　●設備テック（リングプル）
●帯広身体障害者福祉協会（リングプル）　●帯広市役所受付（リングプル）　●介護予防サークル「ハッピー依田」（リングプル）
●開西病院在宅ケアセンター（使用済み切手）　●ガイドヘルプボランティアくるみの会（使用済み切手）
●帯広市上下水道部・健康推進課（使用済み切手）　●緑栄ゆうあいサロン（リングプル・使用済み切手）
●個人5名（リングプル）　●個人3名（使用済み切手）　●帯広市老人クラブ連合会（ウエス）　●個人1名（介護用電動ベッド）　

　９月６日（木）午前3時８分に発生した北海道胆振東部地震を
受け、北海道社会福祉協議会（道社協）は同日１２時に「道社協
災害救援本部」を設置し、北海道災害ボランティアセンター等を
中心に被災地支援にあたりました。
　また、被災地の厚真町では７日、安平町、むかわ町では８日に、
それぞれ災害ボランティアセンターが立ち上げられ、全道各地の
社協は道社協の要請に基づき、３町の災害ボランティアセンター
の運営支援を行いました。
　本会も千歳市に宿泊場所を確保し、厚真町、安平町に職員を派

遣し、被災地のニーズ把握や道内外からのボランティアの受け入
れ、マッチング、送り出し、資材の貸出などの支援活動を行いました。
　今回の地震では、全道がブラックアウトとなる停電や停電に伴
う断水、電池や食料品等の不足などを経験するとともに、普段か
らの備蓄や非常持ち出し品の確保、災害時の安否確認のあり方な
ど、多くのことを学ばせられました。
　災害発生時に、帯広市の災害ボランティアセンターに位置づけ
られている本会としては、今回の災害を教訓に、改めて日頃から
の備えに努めてまいりたいと考えています。

愛情銀行の金銭預託

愛情銀行の物品預託

ご協力ありがとうございました
　掲載内容は、平成30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。

ホームページでも
ご覧になれます

▲物品預託（ウエス）をされた帯広市老人クラブ連合会の（前列右から）遠
藤雅美友愛委員長、野水ミツ子副会長、鈴木敏市会長と朝日照夫社協副会長
及び寄贈を受けられた杉野全由帯広市社会福祉施設連絡協議会長（後列は友
愛委員の皆様）

募

　
集

　
要
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◆問い合わせ／在宅福祉課　☎２１－２６７７

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。

安心を
      花束に !!

社協フェスタ
&わいわいタウン
帯広2018

株式会社  綜合管理サービス
本　　社　〒080-0010 帯広市大通南18丁目8番地1

TEL 0155-27-2707　FAX 0155-21-4555
札幌支社　〒003-0028 札幌市白石区平和通10丁目南4番12号

TEL 011-799-4003　FAX 011-799-1167

http://so-kan.com

公安委員会認定第１３０００１８１号
総 　合 　警 　備 　業

 ・ 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
　（勤務日数・時間等は応相談）。
＜基本時給＞ 1,030 円～ 1,130 円 / 時間
＜割増加算＞土日祝日・早朝・夜間　　各 250 円 / 時間
＜資格・経験年数加算＞ 20 円～ 50 円 / 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 人 員
資 　 　  格

勤務日・時間

賃 金 等

選 考 方 法

　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。

●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。

○道東印刷　　　○個人　51名

入会期間

社協会員  平成30年度新規入会者

◆問い合わせ/総務課　☎２１－２４１４

◆問い合わせ/地域福祉課　☎２１－２４１４

会員入会のお願い 災害遺児の支援をしています
　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。

◆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

　今年で７２回目を迎える共同募金運動が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
●台風や地震の被災地で立ち上げられ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（緊急災害等支援事業「災害等準備金の支出」）

募金の使われ方

▲「募金お願いしま～す」と大きな声で募金を呼びかける、鉄南保育園
の　園児たちと鈴木捷三帯広市共同募金委員会会長（とかちプラザ前）

▲社協職員によるボランティア派遣調整の打合せ（厚真町）

▲屋外での朝の作業説明の様子（厚真町）

▼ボランティアによる被災した民家からの
　災害ゴミの搬出作業（安平町）

実施期間　平成３０年１０月１日（月）～１２月３１日（月）

赤い羽根共同募金運動がスタート

▲熱中症対策のコーナーです !!

▲子どもたちも参加して車イス体
　験を行いました

▲南商の生徒さん 3 名参加しました

「北海道胆振東部地震」災害被災地への支援活動
被災地の皆様に心よりお見舞い申し上げます
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広げようボランティアの輪
帯広の森ファンクラブ

VOL.58

帯広の森ファンクラブ事務局（帯広の森・はぐくーむ　☎66-6200）　日月　伸

　市民で育てる「帯広の森」では、森
づくり活動を行うボランティア団体（10
団体）が、それぞれ特色をもった活動
をしているほか、多くの個人ボランティ
アの方々が活躍されています。
　帯広の森ファンクラブは、帯広の森・
はぐくーむが窓口となり、個人で登録
できるボランティア組織で、月1回の定
例会で集い、森の清掃、森づくり活動
などを行うほか、帯広の森で行われる
さまざまな行事や子どもたちの森林体
験学習、森づくり活動のサポートなど
を行っています。

　学生さんからシニアの方々まで幅広
い年齢層の方が登録され、森づくり
の作業に詳しい方、植物、キノコに詳
しい方、子どもたちと接するのが好き
な方などさまざまな特技や関心を持つ
方々が集い、活動を進めながら、和気
あいあいと多世代による会員同士の交
流も図っています。
　もともとは森にほとんど関わりがな
かった方も多く、どなたでも温かく迎
えてくれます。
　ぜひ、仲間に加わってみませんか？

  法人後見支援員のご紹介

“ 終活 ”のお手伝いをしています
武井　純子　さん

　私は、退職当時、これからの老いの人
生とどう対峙していけばいいのか、思い
を巡らせていました。漠然とした不安
感はあるものの退職後の時間の使い方
が定まりませんでした。
　折しも、高齢化社会が進行する中で、
一人暮らしの高齢者や、身寄りのない高
齢者、認知症高齢者の人たちのさまざま
な不安を見聞きし、高齢化社会の現実を
実感することになりました。
　私の住んでいる地域でも、孤独死や孤
立死があり、決して、他人事ではないこ
とを痛感しました。
　私も、いずれ、一人暮らしになって、日
常生活の自立が困難になったら…。Ｓ
ＯＳを発信しても、直ぐに駆けつけてく
れる人がいなかったら…。認知症にな
り、判断力が衰えたら…。そして、私の最
後は、誰が見届けてくれるのだろうかな
ど、一抹の不安が脳裏をよぎりました。
　そんなとき、２０１２年に開講された

「市民後見人養成研修」、この研修は、私
にとっては、いわゆる“終活”のスタート
となりました。「成年後見制度」や「任意
後見制度」によって、日常の金銭管理や
身上監護（生活環境・医療・介護等）が法
的に守られることを学習しました。

　そして、高齢者や障がいを持った人た
ちの人権が法的に守られ、不安を安心に
変えるひとつの道筋を学びました。
　私は、「自分を必要としてくれる人た
ちのために、人生の先輩たちの“終活”の
お手伝いをしよう。」と思いました。
　私は、現在、８０代半ばの女性お二人
の生活を支援させて頂いています。
　Ａさんには、日常生活自立支援事業の
支援員として、主に金銭管理に関わって
います。お一人で在宅生活を送ってい
るＡさん。余り隣人との交流がないの
が気になっています。
　Ｈさんには、法人後見支援員として、
財産（金銭）管理や各種費用の支払い、健
康や見守りなどに携わっています。現
在、施設入所をされているのですが、訪
問時には、今の生活に満足されているよ
うで、毎回のように、「幸せです。ありが
とう！」という感謝の言葉に、将来の自
分の姿を重ねています。
　人は、誰かに支えられて生きていく。
また、支えられなければ生きていけな
い。私も、いつの日にか、誰かに支えら
れて生きていきたいと思っています。
　そして住み慣れた地域で、安心して人
生の最期を迎えたいと思います。

▲森の清掃活動に参加された皆さん ▲市民の森づくり活動のサポート

◆問い合わせ/成年後見支援センター　☎２０－３２２５

◆問い合わせ/地域福祉課　☎２１－２４１４

◆問い合わせ／総務課　☎２１－２４１４

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

＜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31年２月末まで

＜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が資金の使
　途や償還計画などの審査を行い決定します。
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。借入希望の方は早めにご相談ください。
　（２ヵ月ほどかかる場合があります。）

　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平成31年度の地域福
祉活動助成事業の申込受付を行います。

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30年11月1日(木) ～ 平成30年12月14日(金)
◆助成事業の実施期間　平成31年 4月1日(月) ～ 平成32年 3月31日(火)
◆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。

平成31年度 地域福祉活動助成事業の募集
共同募金委員会の助成事業

◆問い合わせ／総務課　☎２１－２４１４

　http://www.obihiro-shakyo.jp 検　索

平成30年度　障がい児（者）余暇活動支援事業のご案内
　本会では、障がいのある人とその家族が、文化活動やスポーツへの参加を通して、障がい者本人の生きが
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。外出のきっかけや仲間づくりの場として、ぜひご利用ください。

▲たき火パン教室（6 月 23 日開催）
　枯れ枝のたき火で、パン焼きを体験しました

▲水辺わくわく教室（8 月 5 日開催）
　札内川で誰もが簡単に操作できる E ボートを体験しました

今後の予定
内　　容 日　　程 時　　間 定　　員 会　　場 申込期間

ゲレンデスキー教室
平成31年1月8日（火）
平成31年1月14日（月）
＊対象者1名につき1回の参加

各日程共に
10時～15時

各日程共に
12名 メムロスキー場 平成30年12月4日（火）～21日（金）

かんたんパステル画教室 平成31年2月10日（日） 10時～12時 20名 帯広百年記念館 平成31年1月上旬～2月上旬（予定）

　地域包括支援センターは、帯広市の委託を受け、高齢者の暮らしを地域でサポートするための拠点とし
て、介護だけでなく福祉、健康、医療などさまざまな分野から総合的に高齢者とその家族を支える機関です。
　地域の高齢者やその家族などからさまざまな相談を受け、訪問して実態を把握し適切なサービスにつな
げます。また、虐待防止や権利擁護に必要な援助を行います。

帯広市は8つの地域に区切って地域包括支援センターが設置されています。まずは、お気軽にご相談ください。

くらしの

掲示板
ご存知ですか？
あなたの地域包括支援センター

◆問い合わせ／地域包括支援センター　☎２１－３２９２

日常生活圏域 地域包括支援センター 日常生活圏域 地域包括支援センター

鉄南 帯広至心寮　　　 ☎２４- １１５０ 西 帯広市社会福祉協議会 ☎２１- ３２９２
東 帯広至心寮（東） ☎６６- ４６１３ 川北 帯広市社会福祉協議会（北） ☎６６- ４５３５

広陽・若葉   愛仁園 ☎４９- ２３３８ 川西・大正 帯広けいせい苑 ☎５３- ４７７１
西帯広・開西  愛仁園（西） ☎６１- １６１６ 南 帯広けいせい苑（南） ☎６７- ８４３７

◆問い合わせ/地域福祉課　☎２１－２４１４

▼ 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（家族）。
　　　　　　　同居家族でなくても参加可。
▼ 日　　時 ／ 平成30年12月12日（水）10：00 ～ 15：00
▼ 場　　所 ／ 帯広市グリーンプラザ（公園東町3丁目）
▼ 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

※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
　（下の「くらしの掲示板」の表参照）へお問い合わせください。

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います。

▲昨年の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　☎２１－３２９２ ・  地域包括支援センター（北）　☎６６－４５３５

クリスマスリース作り＆お食事会



営業品目／サービスステーション、LPG、灯油、軽油、

重油、格安レンタカー、新車・中古車販売、車検整備、

板金、保険、住宅機器全般、太陽光発電、風力発電、

オフグリッドソーラーシステム、蓄電池
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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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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)

●帯広中央ライオンズクラブ　●帯広信用金庫　●かえで町内会
●帯広グルッぺ手話の会　●帯広のまつり推進委員会

●あかしや中央町内会（リングプル）　●東あいあいサロン（リングプル）
●西10号ふれあいサロン（リングプル）　●帯広市グリーンプラザ（リングプル）
●ワークセンターはまなす（リングプル）　●設備テック（リングプル）
●帯広身体障害者福祉協会（リングプル）　●帯広市役所受付（リングプル）　●介護予防サークル「ハッピー依田」（リングプル）
●開西病院在宅ケアセンター（使用済み切手）　●ガイドヘルプボランティアくるみの会（使用済み切手）
●帯広市上下水道部・健康推進課（使用済み切手）　●緑栄ゆうあいサロン（リングプル・使用済み切手）
●個人5名（リングプル）　●個人3名（使用済み切手）　●帯広市老人クラブ連合会（ウエス）　●個人1名（介護用電動ベッド）　

　９月６日（木）午前3時８分に発生した北海道胆振東部地震を
受け、北海道社会福祉協議会（道社協）は同日１２時に「道社協
災害救援本部」を設置し、北海道災害ボランティアセンター等を
中心に被災地支援にあたりました。
　また、被災地の厚真町では７日、安平町、むかわ町では８日に、
それぞれ災害ボランティアセンターが立ち上げられ、全道各地の
社協は道社協の要請に基づき、３町の災害ボランティアセンター
の運営支援を行いました。
　本会も千歳市に宿泊場所を確保し、厚真町、安平町に職員を派

遣し、被災地のニーズ把握や道内外からのボランティアの受け入
れ、マッチング、送り出し、資材の貸出などの支援活動を行いました。
　今回の地震では、全道がブラックアウトとなる停電や停電に伴
う断水、電池や食料品等の不足などを経験するとともに、普段か
らの備蓄や非常持ち出し品の確保、災害時の安否確認のあり方な
ど、多くのことを学ばせられました。
　災害発生時に、帯広市の災害ボランティアセンターに位置づけ
られている本会としては、今回の災害を教訓に、改めて日頃から
の備えに努めてまいりたいと考えています。

愛情銀行の金銭預託

愛情銀行の物品預託

ご協力ありがとうございました
　掲載内容は、平成30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。

ホームページでも
ご覧になれます

▲物品預託（ウエス）をされた帯広市老人クラブ連合会の（前列右から）遠
藤雅美友愛委員長、野水ミツ子副会長、鈴木敏市会長と朝日照夫社協副会長
及び寄贈を受けられた杉野全由帯広市社会福祉施設連絡協議会長（後列は友
愛委員の皆様）
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◆問い合わせ／在宅福祉課　☎２１－２６７７

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。

安心を
      花束に !!

社協フェスタ
&わいわいタウン
帯広2018

株式会社  綜合管理サービス
本　　社　〒080-0010 帯広市大通南18丁目8番地1

TEL 0155-27-2707　FAX 0155-21-4555
札幌支社　〒003-0028 札幌市白石区平和通10丁目南4番12号

TEL 011-799-4003　FAX 011-799-1167

http://so-kan.com

公安委員会認定第１３０００１８１号
総 　合 　警 　備 　業

 ・ 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
　（勤務日数・時間等は応相談）。
＜基本時給＞ 1,030 円～ 1,130 円 / 時間
＜割増加算＞土日祝日・早朝・夜間　　各 250 円 / 時間
＜資格・経験年数加算＞ 20 円～ 50 円 / 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 人 員
資 　 　  格

勤務日・時間

賃 金 等

選 考 方 法

　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。

●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。

○道東印刷　　　○個人　51名

入会期間

社協会員  平成30年度新規入会者

◆問い合わせ/総務課　☎２１－２４１４

◆問い合わせ/地域福祉課　☎２１－２４１４

会員入会のお願い 災害遺児の支援をしています
　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。

◆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

　今年で７２回目を迎える共同募金運動が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
●台風や地震の被災地で立ち上げられ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（緊急災害等支援事業「災害等準備金の支出」）

募金の使われ方

▲「募金お願いしま～す」と大きな声で募金を呼びかける、鉄南保育園
の　園児たちと鈴木捷三帯広市共同募金委員会会長（とかちプラザ前）

▲社協職員によるボランティア派遣調整の打合せ（厚真町）

▲屋外での朝の作業説明の様子（厚真町）

▼ボランティアによる被災した民家からの
　災害ゴミの搬出作業（安平町）

実施期間　平成３０年１０月１日（月）～１２月３１日（月）

赤い羽根共同募金運動がスタート

▲熱中症対策のコーナーです !!

▲子どもたちも参加して車イス体
　験を行いました

▲南商の生徒さん 3 名参加しました

「北海道胆振東部地震」災害被災地への支援活動
被災地の皆様に心よりお見舞い申し上げます


