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新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、下記の事業及びイベントを延期または中止とさせていただ

きますのでお知らせいたします。 

参加予定の皆さま、関係者の皆さまには多大なご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほどよろしく

お願いいたします。 

～釧路支所～ 

事業名 日 程 問い合わせ先 

釧路市ふれあい広場“2021”【延期】 6 月 27 日（日） 地域福祉課     （24-1648） 

第３６回釧路湿原全国車いすマラソン大会【中止】 7 月 18 日（日） サン・アビリティーズくしろ  （51-9865） 

～阿寒支所～ 

事業名 日 程 問い合わせ先 

第５回阿寒地域福祉大運動会【中止】 6 月 27 日（日） 阿寒支所      （66-4200） 

 

 

 

 

釧路市公認の介護予防サポーターは、地域でおこなっている介護予防継続教室や依頼があったサークル・団

体などに出向き、参加者へ簡単にできる体操や脳活性化トレーニング(市介護予防プログラム「わかがえりレ

ッスン」)」等の指導を行い、安全に楽しく教室運営ができるようサポート(お手伝い)するボランティアです。 

釧路市ボランティアセンターでは、今年度も下記の日程で養成講座を開催いたします。ご自身の健康維持や

地域の健康づくり活動促進のためにぜひ一緒に活動しませんか？ご参加をお待ちしております。 

■開催日程（※地域実習２日間を含めた全６講座への参加が必要です） 

 日 時間 会場 予定内容 

１ 7 月 29 日(木) 

9 時 45 分～ 

12 時 0０分 

釧路市総合福祉センター 

１階 大ホール 

◆講義：介護予防、ボランティア活動について    

◇実技：わかがえりレッスン１ 

２ 8 月 5 日(木) 
釧路市総合福祉センター 

１階 大ホール 

◆講義：高齢者の体の変化、運動の目的と効果  

◇実技：わかがえりレッスン２ 

３ 8 月 12 日(木) 
釧路市総合福祉センター 

１階 大ホール 

◆講義：認知症予防、リスク管理          

◇実技：わかがえりレッスン３ 

４ 8 月 26 日(木) 
釧路市総合福祉センター 

１階 大ホール 

◆講義：学習のまとめと今後の活動について         

◇実技：わかがえりレッスン４ 

５ 
9 月中の 

いずれか 2 日間 

釧路市内 地域実習 : 

介護予防継続教室・ふれあいいきいきサロン見学 

６ 9 月 30 日(木) 

釧路市総合福祉センター 

２階 大会議室 
◆講義：地域活動について     

総括・ボランティア登録活動   

修了式【修了証書授与】 

※新型コロナウイルス感染症対策を講じながら実施しますが、感染状況によっては延期または中止の可能性もありますのでご了承ください。 
 

■対  象：講座修了後にボランティア登録し、活動に協力していただける意欲のある１８歳以上の市民の方 
(ただし、要介護・要支援認定を受けている方、また短期集中予防サービス、おたっしゃサービス参加者は対象

外です) 

■定  員：１５名（先着順） 
■申込締切：７月２０日（火） 
■参 加 費：無 料 
■持 ち 物：筆記用具、飲み物、動きやすい服装 

■申込み・お問い合わせ先：ボランティアセンター釧路 ０１５４（２４）１６４８ 

 

 

U R L 

メールアドレス 

本所・釧路支所 

 

阿 寒 支 所 

 

音 別 支 所 

 

http://www.kushiro-city-shakyo.or.jp 

webmaster@kushiro-city-shakyo.or.jp 

釧路市旭町 12 番 3 号 釧路市総合福祉センター内 

(代表)0154(24)1565・FAX0154(23)3776 

釧路市阿寒町中央 1 丁目 7 番 12 号阿寒町保健・福祉サービス複合施設ひだまり内 

0154(66)4200・FAX0154(66)4300 
釧路市音別町本町 3 丁目 50 番地 音別町社会福祉会館内 

01547(6)2941・FAX01547(9)5450 

１．各種事業イベントの延期・中止のお知らせ 

令和３年 6 月号 

２．釧路市公認 「介護予防サポーター養成講座」 受講者募集！ 

公認 
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今年も、６月より「ボランティア・サポート・プログラム」として、音別

市街地に面した国道３８号線沿いの花壇整備活動が行われます。 

 この活動は、音別町ボランティア連絡協議会が中心となり、近隣住民や商

店のほか、音別町行政センター職員などの協力を得て、歩道の植樹帯への花

植え等を行なうもので、毎年美しい花壇がつくられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
〈お問い合わせ先〉 音別支所地域福祉係 ０１５４７（６）２９４１ 

  

 
 

 

全市普及を目指して重点事業として進める緊

急連絡カード推進事業“安心バトン”の普及状況

は表のとおりです。今後実施を検討している町内

会がありましたら、事業の取り組み方などについ

て担当者より詳しくご説明をさせていただきま

す。来所でのご相談も随時受け付けておりますの

で、ご検討・ご連絡よろしくお願いします。 

 
※釧路地区では、右記に加え地区連未加入の１２町内会で

実施。総体で 400 町内会での実施となっています。 

（実績：令和３年５月２０日現在） 

 

 地 区 町内会数 実施数 達成率 

釧 路 

東部南 98 74 76％ 

東部北 106 78 74％ 

中部南 91 67 74％ 

中部北 67 48 72％ 

西 部 82 69 84％ 

小 計（釧路地区） 444 336 76％ 

阿 寒 34 34 100％ 

音 別 18 18 100％ 

合 計（全市） 496 388 78％ 

  

～お持ちですか？家庭にひとつ『緊急連絡カード』～ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈お問い合わせ先〉地域福祉課地域福祉推進係 ０１５４（２４）１６４８ 

３．国道美化活動がはじまります！ 

 

 

４．緊急連絡カード推進事業(愛称：安心バトン)の普及状況 

■ 実 施 日：令和３年６月８日(火)～９日(水) 

■ 内  容：植樹帯の土おこし及び花植え 

■ 場  所：音別市街地に面した国道３８号線沿い 

（農協スタンド前～音別駅前～秡川電機工業社前） 

■ そ の 他：１）以降６月～１０月までの最終水曜日には、雑草とり

や清掃活動などの花壇整備活動が行われます。 

２）今年の活動については、３つの密（密閉、密集、密

接）に十分に配慮しながら行います。また、新型コ

ロナウイルス感染拡大の状況により、活動を延期す

る場合があります。 

▲ 昨年度の活動の様子 

緊急連絡カードは、災害や急病など『もしもの時』に、

自分や家族の健康状況やかかりつけの病院、緊急連絡

先などの情報を記入し保管することで、適切な処置や

対応ができるよう活用するものです 

例えば… 

 ○救急で搬送されたことを家族や親せき、知人に知

らせて欲しい。 

 ○家で具合が悪くなり、救急車は呼べたけど、救急

隊員に情報を伝えられない。 

 

地域の様々な場面で活用されています！ 
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先月のＡ助成(全道・広域使途計画助成)決定報告に続いて、今月はＢ助成(市町村地域使途計画助成)の決定

内容を報告します。申請した 55件、総額 6,226,244円すべての助成が決定しました。 

（前年度 57 件・総額 6,980,935円） 
 

【◎釧路地区／33 件・3,663,645 円】・【■阿寒地区／14 件・1,917,355 円】・【◇音別地区／8 件・645,244円】 

 

ボランティア支援                    ５２３千円 
◎釧路市ボランティア連絡協議会 

【釧路市ボランティア連絡協議会運営事業】⇒222 千円 

◎<社協・釧> ボランティアセンター活動基盤整備事業 30 千円 

◎<社協・釧> 社協活動推進協力費 201 千円 

■ダルマ奉仕部会【奉仕活動の実施】⇒20 千円 

◇音別町ボランティア連絡協議会【声かけ見守り活動】⇒50 千円 

 

 
 

 

学習・研修及びボランティアのための講座     ６２４千円 
◎ (一社)さわやか釧路【スキルアップ研修事業】⇒30 千円 

◎<社協・釧> ボランティア研修派遣事業 54 千円 

■阿寒町手をつなぐ育成会【研修会、交流会等の実施】⇒30 千円 

■阿寒町ボランティア連絡協議会 

【リーダー研修交流会の実施】⇒50 千円 

■阿寒町難病者友の会【会員研修交流会の実施】⇒20 千円 

■後見ネットワーク阿寒【スキルアップ事業】⇒30 千円 

■<社協・阿> 福祉映画のつどい 250 千円 

■<社協・阿> 福祉研修会参加促進 80 千円 

◇音別町老人クラブ連合会【会員研修会の実施】⇒80 千円 

 

 

福祉情報を伝える                   ６５８千円 
◎釧路市連合町内会【広報紙「連町通信」発行】⇒166 千円 

◎(一財)北海道難病連釧路支部【機関紙発行事業】⇒34 千円 

◎<社協・釧> 「くしろ市社協だより」作成・発行事業 198 千円 

■<社協・阿> 福祉だよりの発行 240 千円 

◇<社協・音> 広報活動推進事業 20 千円 
 

 

三世代交流                     １，３３９千円 
◎釧路市子ども会育成連合会【わくわく三世代体験学習】⇒34 千円 

◎釧路市母子寡婦会【ふれあい母子寡婦・父子の集い開催事業】⇒55 千円 

◎<社協・釧> 釧路市ふれあい広場開催事業 733 千円 

■阿寒町老人クラブ連合会【三世代交流事業】⇒70 千円 

■<社協・阿> 阿寒町ふれあい広場 167 千円 

◇<社協・音> 音別町ふれあい広場 280 千円 
 

 

こどもの交流の場                          １１１千円 

◎釧路市女性団体連絡協議会 

【釧路市おもちゃライブラリー運営事業】⇒111 千円 
 

 

地域福祉・地域サロン・健康づくり             ６８７千円 

◎釧路市老人クラブ連合会【高齢者福祉事業】⇒55 千円 

◎桜ヶ岡ひぶなクラブ【元気、活力、交流事業】⇒34 千円 

◎<社協・釧> ふれあい・いきいきサロン活動普及事業 50 千円 

◎<社協・釧> 地区社協活動支援事業 38 千円 

■<社協・阿> 小地域ネットワーク事業 400 千円 

◇身障協会音別分会【茶話会の開催】⇒40 千円 

◇<社協・音> 小地域ネットワーク推進事業 70 千円 
 

 

イベント開催                              ２７０千円 

■釧路身体障害者福祉協会阿寒町分会【「障害者の日」の集いの開催】⇒30 千円 

■<社協・阿> 阿寒地域福祉大運動会 240 千円 
 

 

学童保育                             ３３３千円 
◎<社協・釧> 児童館・児童センター母親クラブ活動支援事業 293 千円 

◇<社協・音> 地域児童育成事業(各地区子供会育成会)40 千円 
 

 

ＤＶシェルター                          １１１千円 
◎駆け込みシェルター釧路【ステップサポート事業】⇒111 千円 

 

 

子育て支援・障がい児支援               ３０６千円 
◎北海道小鳩会釧路分会 

【ダウン症児・者(知的障害)と保護者の会開催】⇒34 千円 

◎<社協・釧> 早期発達支援事業(ポニーの教室)182 千円 

◎放課後デイサービスかのん【卓球台購入】⇒30 千円 

◎放課後デイサービスあおぞら【介護用座物購入】⇒30 千円 

◎放課後デイサービスあおぞらプラス【介護用座物購入】⇒30 千円 
 

 
 

 
 

 

障がい者が働く作業所の支援                ２５９千円 
◎サン・フラワー【超音波噴霧器購入】⇒30 千円 

◎すてっぷ【オープンシェルフ購入】⇒30 千円 

◎すてっぷとっとり【オープンシェルフチェスト購入】⇒30 千円 

◎多機能事業所ぴーぷる 

【フードプロセッサー・ホットプレート購入】⇒19 千円 

◎釧路リカバリーセンター【パソコン購入】⇒30 千円 

◎こぶし作業所【掃除機購入】⇒30 千円 

◎島屋ゴマサーカス【ノートパソコン購入】⇒30 千円 

◎くしろわんこ【ミシン購入】⇒30 千円 

◎くしろぱんや【業務用クリーナー購入】⇒30 千円 
 

募金推進管理経費（共同募金運動の推進に使われる経費）◎釧路地区委員会 650 千円 ■阿寒地区委員会 290 千円 ◇音別地区委員会 65 千円 

 

 

釧路市権利擁護成年後見センター 
～成年後見制度の利用をサポートします～ 
日常生活に不安のある方は、お気軽にご相談ください。 

■相談場所 ■連絡先 

釧路市社会福祉協議会（総合福祉センター３階） 
電話：０１５４(２４)１２０１  

FAX：０１５４(２４)３７６２ 

 

５．釧路市共同募金委員会からのお知らせ 

令和３年度 Ｂ助成（市町村地域使途計画助成）の決定報告 
 


