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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 

 

 

 

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。 

ボランティアセンター釧路では、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 7 日(木) 

第１～４講 

9 時 45 分～ 

12 時 0０分 

 

第６講 

13 時 30 分～ 

15 時 30 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 7 月 14 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 7 月 21 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 7 月 28 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 
8 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 8 日(木) 
釧路市総合福祉センター 

１階 大ホール 

◆講義：地域活動について     

総括・ボランティア登録   

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）  ■参 加 費：無 料   

■申込締切：６月３０日（木） 

■持 ち 物：筆記用具、飲み物、動きやすい服装、※マスク着用 
 

■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 

 
～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 

地域福祉課（釧路市総合福祉センター３階） 電話：０１５４（２４）１２０１ FAX：（２４）３７６２ 

 

令和４年 ６月号 

１．釧路市公認 「介護予防サポーター養成講座」 受講者募集(釧路) 

公認 
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『釧路市ふれあい広場』では住民同士が地域社会の中で支えあうために、『ノーマライゼーション及びソー

シャル・インクルージョン』の理念の普及啓発、障がい者の社会参加やボランティア活動、福祉教育を広める

ことを目的に開催をしてきました。しかし、コロナ禍により“2020”そして“2021”と 2年続けて会場での開

催は中止となりました。 

今年度はコロナ禍に対応した新しい形で、感染対策を講じながら『釧路市ふれあい広場“2022”』を釧路市

観光国際交流センターで開催いたします。企画内容も新たな形となり、多くのボランティアの方々が、ふれあ

い広場の成功を目指し準備をしています。楽しんで頂けるようにボランティアの皆さんと準備をしてまいりま

すので、是非、釧路市観光国際交流センターにお越しください。 
 

■日 程：令和４年６月２６日（日） 

■時 間：１０：００～１２：００ 

■会 場：釧路市観光国際交流センター 

■内 容：スマイルショー、ふくしチャレンジコーナー、 

まごころマーケット 

※今後の新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、中止を決定させ 

ていただく場合がございます。何卒ご理解賜りますようお願い致します。 
 

〈お問い合わせ先〉地域福祉課地域福祉推進係 ０１５４（２４）１６４８ 

 

 

 

 

福祉諸団体の社会参加と地域住民が世代を超えて交流する機会づくり、ノーマライゼーション思想の普及啓

発を目的とした「阿寒地域福祉大運動会」を、下記の日程で開催いたします。コロナ禍で第４回・第５回と２

年間中止といたしましたが、今年度は消毒などの新型コロナウイルス感染対策を講じ、マスク着用でも実施可

能な競技として、障がいの有無にかかわらず子どもからお年寄りまで誰でも一緒に楽しめるパラスポーツの

『ボッチャ』に限定して実施します。皆様のご参加をお待ちしております。 
 

■ 開催日時：６月２６日（日）10:00～12:30 

■ 会  場：釧路市阿寒町スポーツセンター 
 

■お問い合わせ先：阿寒支所 ０１５４（６６）４２００ 
 

 

 

 

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 398 町内会での実施となっています。 

（実績：令和４年５月２０日現在） 
 

 

 地 区 町内会数 実施数 達成率 

釧 路 

東部南 96 74 77％ 

東部北 104 77 74％ 

中部南 88 66 75％ 

中部北 64 48 75％ 

西 部 82 69 84％ 

小 計（釧路地区） 434 334 77％ 

阿 寒 34 34 100％ 

音 別 18 18 100％ 

合 計（全市） 486 386 79％ 

 

■お問い合わせ先：地域福祉課地域福祉推進係 ０１５４（２４）１６４８ 
 

２．釧路市ふれあい広場“2022”を開催します！ 

 

４．緊急連絡カード推進事業(愛称：安心バトン)の普及状況 

３．第６回阿寒地域福祉大運動会開催のお知らせ 

～阿寒支所からのお知らせ～ 
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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 59件、総額 7,142,337円すべてが助成決定となりました。 

（前年度 55 件・総額 6,226,244円） 
 

【◎釧路地区／36 件・4,452,420 円】・【■阿寒地区／15 件・1,978,000 円】・【◇音別地区／8 件・711,917円】 

 

ボランティア支援                    ６３１千円 
◎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】⇒275 千円 

◎<社協・釧> ボランティアセンター活動基盤整備事業 37 千円 

◎<社協・釧> 社協活動推進協力費 249 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     ６３８千円 
◎ (一社)さわやか釧路【スキルアップ研修事業】⇒31 千円 

◎<社協・釧> ボランティア研修派遣事業 67 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 

【会員研修交流事業の実施】⇒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                   ７５３千円 
◎釧路市連合町内会【広報紙「連町通信」発行】⇒206 千円 

◎(一財)北海道難病連釧路支部【機関紙発行事業】⇒42 千円 

◎<社協・釧> 「くしろ市社協だより」作成・発行事業 245 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                     １，５６２千円 
◎釧路市子ども会育成連合会【わくわく三世代体験学習】⇒42 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】⇒63 千円 

◎<社協・釧> 釧路市ふれあい広場開催事業 909 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 178 千円 

◇<社協・音> 音別町ふれあい広場 300 千円 
 

 

こどもの交流の場                          １３８千円 

◎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】⇒138 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 72 千円 
 

 

地域福祉・地域サロン・健康づくり             ８０２千円 

◎釧路市老人クラブ連合会【高齢者福祉事業】⇒63 千円 

◎桜ヶ岡ひぶなクラブ【地域の長寿事業】⇒42 千円 

◎<社協・釧> ふれあい・いきいきサロン活動普及事業 57 千円 

◎<社協・釧> 地区社協活動支援事業 40 千円 

■阿寒かぞく食堂「おかえり」【地域食堂の実施】⇒30 千円 

■<社協・阿> 小地域ネットワーク事業 420 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 110 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                             ４０３千円 
◎<社協・釧> 児童館・児童センター母親クラブ活動支援事業 363 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                          １３８千円 
◎駆け込みシェルター釧路【ステップサポート事業】⇒138 千円 

 

 

子育て支援・障がい児支援               ３８８千円 
◎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】⇒42 千円 

◎<社協・釧> 早期発達支援事業(ポニーの教室)225 千円 

◎放課後デイサービスかのん【空気清浄機購入】⇒31 千円 

◎放課後等デイサービスあおぞら【介護用座物購入】⇒27 千円 

◎放課後等デイサービスあおぞらプラス【介護用座物購入】⇒36 千円 

◎音と光の森ルミネ【介護用座物購入】⇒27 千円 
 

 
 

 
 

 

障がい者が働く作業所の支援                ４０７千円 
◎サン・フラワー【折りたたみチェア購入】⇒37 千円 

◎すてっぷ【コードレス掃除機購入】⇒37 千円 

◎すてっぷとっとり【コードレス掃除機購入】⇒37 千円 

◎多機能型事業所ぴーぷる【乾燥除湿器購入】⇒37 千円 

◎釧路リカバリーセンター【パソコン購入】⇒37 千円 

◎こぶし作業所【ポータブル電源購入】⇒37 千円 

◎オフィスきらり【卓上シーラー購入】⇒37 千円 

◎アート工房きらく【パソコン購入】⇒37 千円 

◎くしろわんこ【ペット用ヒーター付ブロアー購入】⇒37 千円 

◎くしろぱんや【キッチンエイドミキサー購入】⇒37 千円 

◎くしろ夕日【エスプレッソメーカー購入】⇒37 千円 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．釧路市共同募金委員会からのお知らせ 

令和４年度 B助成（市町村地域使途計画助成）の決定報告 

～ホームヘルパー募集中～ 
⇒勤務時間／８：００～１８：００まで 

の間の２～５時間 

⇒勤務日数／１週間 3～５日程度 

⇒賃  金／１時間１,１5０円～（通勤

手当別途支給・経験年数に

伴う昇給あり） 

⇒身  分／定時職員（パートタイマー） 

※詳細については下記へお問い合わせ下さい。 

 

在宅福祉課 

０１５４（２４）１５９５ 

生活福祉資金貸付事業 

担当者からのお願い 
貸付ケースを担当されている民生委員さ

んで、償還が困難なケースや転居などの

動き等でお気づきの点がございましたら

事務局までご連絡願います。また、こち

らからの情報で間違いなどがありました

らお知らせ願います。 

 

総務課生活支援係 

０１５４（２４）１７４２ 

子育てサポートセンター・ 

すくすくのご紹介 
「子育ての援助を受けたい方」と「育児の

援助を行える方」が会員となり、お互いに

地域の中でたすけあいながら子育てをする

会員制の相互援助活動です。ご利用・活動

を希望される方は各所の担当へご連絡下さ

い。 

● 釧路０１５４（２３）２５５２ 

● 阿寒０１５４（６６）４２００ 

● 音別０１５４７（６）２９４１ 


