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１．釧路市公認 「ご近所ボランティア講座」 を開催します！
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。
すでに講座を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を中心に、地域カフェや高齢者福祉施
設などでボランティアとして活躍しています。ぜひ今年度も多くの方のご参加をお待ちしております。
■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。
）

開催地域
日程
釧路
①９月 15 日(木)
地域
②９月 22 日(木)
【第１回】 ③９月 26 日(月)～
10 月１日(土)のうち 1 日
釧路
①10 月 19 日(水)
地域
②10 月 26 日(水)
【第２回】 ③10 月 31 日(月)～
11 月７日(月)のうち１日
釧路
①11 月 15 日(火)
地域
②11 月 22 日(火)
【第３回】 ③11 月 25 日(金)～
12 月２日(金)のうち１日
阿寒
①11 月 11 日(金)
地域
②11 月 18 日(金)
③11 月 21 日(月)～
12 月１日(木)のうち１日
①10 月 20 日(木)
音別
②10 月 27 日(木)
地域
③10 月 31 日(月)～
11 月７日(月)のうち１日

時間
①②9:30～12:00
③は実習先により
異なります。
①②13:30～16:00
③は実習先により
異なります。
①②9:30～12:00
③は実習先により
異なります。
①②9:30～12:00
③は実習先により
異なります。
①②9:30～12:00
③は実習先により
異なります。

開催場所

申込締切

①②まなぼっと幣舞
学習室 705・706
③市内おたっしゃサービス等

９月 ６日(火)

①②コア鳥取
学習室兼会議室
③市内おたっしゃサービス等

10 月 11 日(火)

①②釧路市総合福祉センター
１階大ホール
③市内おたっしゃサービス等

11 月 ７日(月)

①②阿寒町保健・福祉サービス
複合施設ひだまり
③市内おたっしゃサービス等

11 月 ４日(金)

①②音別町福祉保健センター
③市内福祉施設など

10 月 14 日(金)

■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、コミュニケーション方法について、
車いすの操作方法（実技）
、地域実習について
③第３講～地域実習（市内おたっしゃサービス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、阿寒・音別各１０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
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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
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９４回、水子地蔵尊供養は４４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（土）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

３．古本リサイクル市にぜひご来場ください！
釧路市ボランティア連絡協議会の主催による「第２回古本リサイクル市 with まごころマーケット」が下記
の日程で開催されます。令和元年にくしろ霧フェスティバル内で実施したふれあい福祉バザー以降、コロナ禍
で開催が見送られてきましたが、今年度はイオンモール釧路昭和さんのご協力を得て、ご家庭から提供いただ
いた古本を５０円から販売いたします。この事業の収益は市内の福祉活動への寄付資金に充てられます。
また、今年度は障がい者就労支援施設の物品販売ブースも併設いたしますので、多くの皆様方のご来場をお
待ちしております。
■日 時 令和４年８月６日（土）
・７日（日）
９：３０～１６：００（７日(日)は１５：００まで）
■場 所 イオンモール釧路昭和１階サンコート(釧路市昭和中央 4-18-1)
※開催にあたっては、感染予防対策を講じた上で実施いたします。

■ お問い合わせ先：釧路市ボランティアセンター ０１５４（２４）１６４８
～阿寒支所からのお知らせ～

４．ボッチャで白熱！ ３年ぶりの阿寒地域福祉大運動会！
６月２６日（日）
、阿寒町スポーツセンターにおいて「第６回阿寒
地域福祉大運動会」を開催しました。
コロナ禍で３年ぶりとなる今年度は、新型コロナウイルス感染対
策を講じ、障がいの有無や年齢にかかわらず楽しめるパラスポーツ
の『ボッチャ』に限定しての開催となりました。当日は好天に恵ま
れ、町内会や福祉団体等のほか関係者を合わせ総勢１３２名が参加
し、熱気にあふれた楽しい時間を過ごしました。
多くの皆様方のご参加ご協力、誠にありがとうございました。

■ お問い合わせ先：阿寒支所地域福祉係 ０１５４（６６）４２００
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５．釧路市共同募金委員会からのお知らせ
【赤い羽根寄付金付き募金バッジ協力施設】
７月５日（火）より釧路市内の観光施設・社会教育施設等に設置の
ご協力をいただいています。
※釧路市限定と北海道限定バッジを設置しています。
【釧路地区】１４施設
(鶴丘 2)

たんちょう釧路空港
釧路市湿原展望台

(北斗 6-11)

ﾌｨｯｼｬｰﾏﾝｽﾞﾜｰﾌＭＯＯ(錦町 2-4)
釧路市中央図書館

(北大通 10-2-1)

釧路市民活動センターわっと

丹頂鶴自然公園

(鶴丘 112)

釧路市動物園

釧路市立博物館

(春湖台 1-7)

釧路市立美術館

釧路市こども遊学館
釧路市観光案内所

(末広町 3-1) 釧路ロイヤルイン

(幸町 10-2)
(JR 釧路駅内)

(阿寒町仁々志別 11)
(幣舞町 4-28)

北海道立釧路芸術館

(幸町 4-1-5)

(山花 14 線 131 番)

山花温泉リフレ

(黒金町 14-9-2)

【阿寒地区】３施設
サークルハウス赤いベレー 阿寒マルシェ 阿寒国際ツルセンターグルス

阿寒湖まりむ館

(阿寒町中阿寒 23 線 36 番地)

(阿寒町阿寒湖温泉 2-6-20)

(阿寒町中阿寒 23 線 40 番地)

観光ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ

【音別地区】１施設
ルート３８音別館

おんぽーと

(音別町本町 1-51)

６．緊急連絡カード推進事業（愛称：安心バトン）の普及状況
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 396 町内会での実施となっています。

（実績：令和４年７月２０日現在）

地 区
町内会数
東部南
96
東部北
103
釧 路
中部南
87
中部北
63
西 部
83
小 計（釧路地区）
432
34
阿 寒
音 別
18
合 計（全市）
484

実施数
74
77
65
47
69
332
34

達成率
77％
75％
75％
75％
83％
77％
100％

18
384

100％
79％

■ お問い合わせ先：地域福祉課地域福祉推進係 ０１５４（２４）１６４８

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

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