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ホームページでも
ご覧になれます

社会福祉法人

帯広市社協
マスコットキャラクター
「ニコ、
ニッコ、
ニーコ」

（略称：帯広市社協）

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 ／ 代表電話：0155-21-2414
Fax：0155-21-2415 ／ ホームページアドレス http://www.obihiro-shakyo.jp/
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上記開催日①、②のいずれも12名(先着)
1,000円

◆その他

・無料送迎車両を運行します
・天候や積雪状況等により中止となる場合あり
令和元年12月10日（火）〜 24日（火）

◆申込・問い合わせ／地域福祉課

以上
市 内 在 住 の65歳
要介護認
の要支援および
高齢者を
定を受けている
いる家
在宅で介護して
対象に、
族（帯広市民）を
身の元気
介護者自身の心
ます。
回復を目的に行い
ても参
同居家族でなく
加は可能です。

☎２１−２４１４

▲広小路西側交差点付近で、募金活動
をする藤花保育園の園児たち

〜共同募金は次の事業に活用されています〜
●福祉施設の整備や車両の購入
●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
●ボランティア団体の活動を推進するための事業
●社会福祉協議会が実施する各種地域福祉推進事業
(地域交流サロン事業、小地域ネットワーク活動推進事業、いきい
き交流会事業、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)
●台風や地震など大規模災害の被災地での災害ボランティアセンタ
ー等の活動支援

赤い羽根共同募金運動がスタート

運動期間

12

月

回目を迎える共同

月１日から全国

73

月１日㈫〜

今年で

募金運動が

一斉に行なわれています︒

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

市内在住の障がい児（者）

◆参加費

◆申込期間

ア団体をはじめ︑民間の福祉

員

活動を財政面から広く支援す

メムロスキー場（芽室町中美生2線42番地）
市内小中学校特別支援学級在籍の児童生徒

◆定

るために募金運動を展開して

◆対象者

います︒一人ひとりの思いや

▲イオン帯広店連絡通路で、募金活動
をするさくら保育園の園児たち

＊時間はいずれも、10時から15時まで
場

10

10

①令和2年1月9日（木）
②令和2年1月13日（月・祝）

◆会

りがこれらの福祉活動を支え

時

ています︒

◆日

赤い羽根共同募金に今年も

冬の十勝のすばらしさ
と厳しさ、スキーを通じ
たアウトドアのワクワク
する楽しさを感じてもら
い、余暇を楽しむきっか
けをつくり、社会参加の
促進を図ることを目的に
本教室を開催します。ぜ
ひ、ご活用ください！

ご協力をよろしくお願い申し

ゲレンデスキー教室

上げます︒

障がい児（者）余暇活動支援事業のお知らせ

帯広市家族介護者リフレッシュ事業のご案内
令和元年度
第2回目

〜佐藤春美スペシャルライブ＆お食事会〜

◆と
き ／ 令和元年12月19日（木）10:00〜15:00
◆と こ ろ ／ グリーンプラザ集会室（公園東町3丁目9番地1）
◆参加定員 ／ 15名（前年度・今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へ
お問い合わせください。

◆申込・問い合わせ／地域包括支援センター

ワンマン・デジタルオーケストラ
佐藤春美オールスターズ

演奏者の佐藤春美さん

全道各地のさまざまな地域で演
奏活動をしています。 福祉施設等
への慰問など音楽を通じたボランテ
ィア活動にも取り組まれています。
ポップス・ジャズ・歌謡曲・演歌・
童謡・アニメ・懐メロまで幅広いジャ
ンルの音楽を、伴奏と共に迫力あ
る生演奏でお楽しみいただけます。

☎２１−３２９２／地域包括支援センター（北） ☎６６−４５３５

赤い羽根「寄付金付きピンバッジ募金」

今年は、三条高校美術部の皆さんが作成
寄付金付きピンバッジは、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、帯広三条高校美術部の生徒さんによる
デザインで、昭和41年に帯広市の鳥と木に選定さ
れた「ヒバリ」と「シラカバ」の２種類のデザイ

ンを各1,000個限定で作成しました。
寄付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」
や「リッキーハウス」、JR帯広駅2階十勝観光連盟
の窓口にも設置しています。
今年で６年目となる寄付金付きピンバッジ募金
へ、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
社協だよりは共同募金の助成を受けて発行しています。

「シラカバ」
制作者：
柴田 萌花さん

「ヒバリ」
制作者：
松田 悠里子さん

◆問い合わせ／総務課

2

教育支援資金のご紹介

申 込
受付中

北海道社会福祉協議会からの受託事業として、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、詳しくはお問い合
わせください。

<就学支度費の貸付>
学校教育法が定める学校（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
令和2年2月末まで

<教育支援費の貸付>
学校教育法が定める学校（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
令和2年2月末まで

返済方法
◆据置期間
◆償還期間

地域福祉活動助成事業の募集
民間の社会福祉活動の促進を図るため、令和2年度の地域福祉活動
助成事業の申込受付を行います。
◆募集期間
令和元年11月1日(金) 〜 令和元年12月13日(金)
◆実施期間
令和2年4月1日(水) 〜 令和3年3月31日(水)
◆対象事業
●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50万円です。
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。

卒業後6ヵ月以内
貸付額に応じて
最長20年以内（無利子）

◆問い合わせ／総務課

共同募金助成事業

http://www.obihiro-shakyo.jp

☎２１−２４１４

◆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：令和元年7月〜9月末の実績（敬称：省略）

愛情銀行の金銭預託
●帯広農業高等学校生徒会
●帯広のまつり推進委員会
●かえで町内会婦人部

※個人情報保護の関係からご了解をいただいた方のみを記載しています。

●裏千家淡交会帯広青年部
●帯広仏教連合会
●松緑神道大和山

●西北地区老人クラブ連合会
●帯広中央ライオンズクラブ
●大西ヒロ子

●帯広市青少年育成者連絡協議会
●帯広信用金庫
●第26回秋のリサイクルまつり実行委員会

愛情銀行の物品預託
【リングプル】

●東こまどり町内会
●㈱設備テック
●松竹町内会

【使用済み切手】
●十勝毎日新聞社
●北栄小学校

●東あいあいサロン
●全珠連道東支部
●緑栄ゆうあいサロン

●あかしや中央町内会
●自由が丘弥生町内会
●個人（7名）

●㈱設備テック
●西10号ふれあいサロン
●帯広市（健康推進課・障害福祉課・国保課）

●お茶の間わいわいくらぶ
●西10号ふれあいサロン

●緑栄ゆうあいサロン
●個人（3名）

【その他】

●帯広市老人クラブ連合会（ウエス）
●㈱ジョイハント（タオル） ●十勝毎日新聞社（チームラボ招待券）
●個人1名（紙パンツ）
●個人1名（紙オムツ）
●個人1名（尿取りパット）

登録ホームヘルパー募集

◆問い合わせ／在宅福祉課
☎２１−２６７７

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
● 選考方法 書類選考および面接
●資
格 ・介護福祉士、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、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。（勤務日数・時間等は応相談）
● 賃 金 等 〈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
● そ の 他 勤務に伴う移動経費の支給及び被服貸与

▲社協フェスタ2019の「車いす体験」

▲障がい児を対象とした｢すこやか農園事業｣へ寄
付をされた帯広中央ライオンズクラブの香川俊雄会
長（前列右から4人目）と同クラブの皆様。寄付受
納する吉村典子社協副会長（前列右から3人目）

会員加入のお願い
地域交流サロンやひとり暮らし高齢者の
いきいき交流会など、本会の事業は会費を
大切な財源として事業を行っています。皆
様のご理解、ご協力をお願いいたします。
入会期間

加入期間は1年間です。
（4月〜翌年3月）

入会区分

●個人会員：1口 500円／年
●団体会員：1口 1,000円／年
●法人会員：1口 5,000円／年

◆担当／総務課 ☎２１−２４１４

