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高齢になっても住み慣れた地域で暮らしていくためには、地域住民による支え合いや助け合いがとても重要

です。釧路市ボランティアセンターでは、本講座を開催し、講座修了後には希望の活動先を紹介しています。

すでに受講修了しボランティア登録された方は、おたっしゃサービスや地域カフェ、高齢者福祉施設などで、

運営手伝いやお話し相手などのボランティアとして活躍しています。 

■開催日程及び開催場所（※①は第１講、②は第２講、③は第３講（地域実習）になります。） 

■内 容：①第１講～ご近所ボランティアについて、ボランティア活動の基本・地域福祉活動について、 

おたっしゃサービスについて、地域包括支援センターについて、施設種別について、 

ご近所ボランティアの活動紹介 

     ②第２講～高齢者の特徴について、感染症予防について、車いすの操作方法（実技）、 

コミュニケーション方法について、地域実習について 

     ③第３講～地域実習（市内福祉施設等でのボランティア活動） 

 

■対 象：１８歳以上の釧路市民で全３講を受講でき、講座修了後に釧路市公認ボランティアとして活動して 

いただける方。 

 

■定 員：各２５名（※新型コロナウイルスの感染対策を講じて広い会場で実施します） 

 

■参加費：無料 

 

■申込み･お問い合わせ先：各ボランティアセンターへ 

釧路：０１５４（２４）１６４８ 阿寒：０１５４（６６）４２００ 音別：０１５４７（６）２９４１ 

 

 

U R L 

メールアドレス 

本 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 

開催地域 日程 時間 開催場所 申込締切 

釧路 

地域 

【第１回】 

①９月 15日(水)  

②９月 22日(水) 

③９月 27日(月)～ 

10月２日(土)のうち 1日 

①②9:30～12:00 

③は実習先により 

異なります。 

①②釧路市総合福祉センター 

１階大ホール 

③市内福祉施設など 

９月 ６日(月) 

釧路 

地域 

【第２回】 

①10月 14日(木)  

②10月 21日(木) 

③10月 25日(月)～ 

30日(土)のうち１日 

①②13:30～16:00 

③は実習先により 

異なります。 

①②コア鳥取 

学習室兼会議室 

③市内福祉施設など 

10 月４日(月) 

釧路 

地域 

【第３回】 

①11月 12日(金)  

②11月 19日(金) 

③11月 24日(水)～ 

30日(火)のうち１日 

①②9:30～12:00 

③は実習先により 

異なります。 

①②まなぼっと幣舞 

学習室 705・706 

③市内福祉施設など 

11 月２日(火) 

阿寒 

地域 

①11月 ５日(金)  

②11月 12日(金) 

③11月 15日(月)～ 

30日(火)のうち１日 

①②9:30～12:00 

③は実習先により 

異なります。 

①②阿寒町保健・福祉サービス 

複合施設ひだまり 

③市内福祉施設など 

10月 26日(火) 

音別 

地域 

①10月 20日(水)  

②10月 27日(水) 

③11月 １日(月)～ 

５日(金)のうち１日 

①②9:30～12:00 

③は実習先により 

異なります。 

①②音別町コミュニティ 

センター 

③市内福祉施設など 

10月 11日(月) 

令和３年 ８月号 

１．釧路市公認 「ご近所ボランティア講座」 を開催します！ 
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今年も無縁物故者盂蘭盆会法要が執り行われます。無縁物故者盂蘭

盆会法要は９３回、水子地蔵尊供養は４３回となります。今年度の開

催につきましても、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、関係者

のみで執り行うこととなりましたので、一般の方のご参列はお控えい

ただいております。ご理解ご協力よろしくお願いします。 

■ 日 時 ８月２０日（金）１３：１０～ 

（関連法事 ～ 平和観音供養法要１２：３０より開催） 

■ 場 所 釧路市紫雲台墓地 

 

■ お問い合わせ先：地域福祉課地域福祉推進係 ０１５４（２４）１６４８ 

 

 

 

 

７月９日（金）、㈱ダイナム様より釧路市社会福祉協議会に生活用品

や文房具など計２３点をご寄贈頂きました。 

今回、寄贈頂いた物品は、㈱ダイナム様の社会貢献活動の一環とし

て、ファン感謝祭の景品の一部を寄贈頂いており、地域福祉に役立て

てほしいとのことで、社協より市内の福祉団体に配布を致します。 

㈱ダイナム様は清掃活動を含め、多くの地域活動に貢献をされてお

ります。心温まるご支援とご協力に心よりお礼申し上げます。 

 

 

 

■ お問い合わせ先：地域福祉課地域福祉推進係 ０１５４（２４）１６４８ 
 

 
 

 

 

 

６月２９日（火）、本町地区において釧路市立阿寒中学校による故紙

回収ボランティア活動が行われました。この活動は福祉教育活動の一

環として毎年行われており、全校生徒が参加しています。 

今年も地域住民の協力をいただき多くの故紙資源が回収され、その

収益は阿寒町行政センターを経由して町内の福祉施設へ福祉用具とし

て寄贈される予定です。 

生徒たちが町内を回りながら故紙を回収する姿は、コロナ禍で塞ぎ

がちな毎日の中で元気をもらえる光景でした。 

 

■ お問い合わせ先：阿寒支所地域福祉係 ０１５４（６６）４２００ 

 

 
 
 

～阿寒支所からのお知らせ～ 

４．阿寒中学校による「故紙回収活動」終了しました！ 

 

 

２．無縁物故者盂蘭盆会法要並びに水子地蔵尊供養を実施します 

 

▲寄贈式の様子（左） 

㈱ダイナム 山田様 

３．㈱ダイナム様より物品の寄贈を頂きました 
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このたび 8 月２日(月)の釧路市共同募金委員会理事会において、釧路市共同募金委員会会長に選任

されました。 

もとより微力ではございますが、厳しい社会情勢の中で社会福祉事業における重要な役割を果す

共同募金運動の発展・推進のために懸命の努力を致す所存でございますので、今後ともご指導ご鞭

撻を賜りますよう切にお願い申し上げ、略儀ながら就任のご挨拶とさせていただきます。 

本年度は社会福祉協議会と同様に共同募金委員会の役員改選期でもあり、 

下記のとおり正副会長が決まりましたのでご報告させていただきます。 

会  長 卯月
う づ き

ひとみ 釧路地区委員会・会長（新任） 

副 会 長 北村
きたむら

  剛
たけし

 阿寒地区委員会・会長（新任） 

副 会 長 高砂
たかさご

 寿完
じゅかん

 音別地区委員会・会長（留任） 
 

 

また、各地区委員会の正副会長についてもご報告致します。 

 釧路地区委員会  阿寒地区委員会 音別地区委員会 

会  長 卯月ひとみ(新任)  北村  剛(新任) 高砂 寿完(留任) 
副 会 長 関原  久(留任)・ 

土井 英昭(留任)・ 

安藤 朝興(留任) 

花井 淳子(留任) 

原 千佳志(新任) 瀬戸 計見(留任) 

 

 

【赤い羽根寄付金付き募金バッジ協力施設】 

７月５日（月）より釧路市内の観光施設・社会教育施設 

でも設置のご協力をいただいています。 

※ 釧路市限定バッジをメインに設置しています。 

【釧路地区】１１施設 

たんちょう釧路空港 (鶴丘 2)  丹頂鶴自然公園 (鶴丘 112)  釧路市動物園 (阿寒町仁々志別 11) 

釧路市湿原展望台 (北斗 6-11) 釧路市立博物館 (春湖台 1-7) 釧路市立美術館 (幣舞町 4-28)  

ﾌｨｯｼｬｰﾏﾝｽﾞﾜｰﾌＭＯＯ(錦町 2-4)  釧路市こども遊学館 (幸町 10-2)  北海道立釧路芸術館 (幸町 4-1-5)  

釧路市中央図書館 (北大通 10-2-1)  釧路市観光案内所 (JR 釧路駅内)   

【阿寒地区】３施設  

 

 
 

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 399町内会での実施となっています。 

（実績：令和３年７月２０日現在） 

 

 地 区 町内会数 実施数 達成率 

釧 路 

東部南 97 74 76％ 

東部北 105 78 74％ 

中部南 88 66 75％ 

中部北 66 48 73％ 

西 部 82 69 84％ 

小 計（釧路地区） 438 335 76％ 

阿 寒 34 34 100％ 

音 別 18 18 100％ 

合 計（全市） 490 387 79％ 

■ お問い合わせ先：地域福祉課地域福祉推進係 ０１５４（２４）１６４８ 
 

サークルハウス赤いベレー 阿寒マルシェ 

(阿寒町中阿寒 23 線 36 番地) 

阿寒国際ツルセンターグルス 

(阿寒町中阿寒 23 線 40 番地) 

阿寒湖まりむ館 観光ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

(阿寒町阿寒湖温泉 2-6-20) 

６．緊急連絡カード推進事業（愛称：安心バトン）の普及状況 

５．釧路市共同募金委員会及び各地区委員会新三役のご報告

 

 

【卯月新会長】 

２０２１バージョンの 

『初音ミク』が届きました。 


