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「あかん支所だより」は、赤い羽根共同募金の一部助成を受けて発行しています。
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十月二十四日 土( に)阿寒町公
民館︑二十五日 日( に)阿寒湖ま
りむ館において﹁阿寒地域住民
福祉活動研修会・福祉映画のつ
どい﹂を阿寒地区連合町内会と
の共催で開催し︑各町内会の地
域住民をはじめ行政関係者・民
生委員児童委員のほか各福祉団
体などから二日間で一四三名の
方々にご参加いただきました︒
今年はコロナ禍で阿寒町ふれ
あい広場をはじめ社会福祉協議
会の大きな行事を中止してきた
中で︑昨年同様の映画上映形式
で感染予防対策を十分に行えば
研修会を開催できるのではない
かと検討を重ね︑会場も二か所
に分けて開催︑参加者のご理解
とご協力のもと︑研修会を終え
ることができました︒

原作は長崎在住の漫画家・岡
野雄一さんのエッセイ漫画﹃ペ
コロスの母に会いに行く﹄︒深
刻な社会問題として語られがち
な介護や認知症︒でも主人公の
ゆういちはこう言います︒﹁ボ
ケるとも︑悪いことばかりじゃ
ないかもしれん︒﹂そんな自身
の体験をもとに描かれた認知症
の母との何気ない日常が︑多く
の共感と感動を呼び︑現在十六
万部を超えるベストセラーに︒
そうして誕生したまったく新し
い介護喜劇映画で︑会場は笑い
と感動に包まれていました︒
残念ながら新型コロナウイル
ス感染予防のため︑アンケート
は実施できませんでしたが︑今
後もこの研修会は映画上映形式
を考えており︑上映を希望する
作品がありましたら社協までご
意見をお寄せ下さい︒

▲ 入場前の検温の様子

▲ 10.24 阿寒町公民館の様子

▲ 10.25 阿寒湖まりむ館の様子
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▲ 曽我部元親委員長開会あいさつ
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８９９，８００ 円
本年度目標額 2,200,000円（目標達成率：４０.９％）
□
□
□
□
□

街 頭 募 金（
１回）
１６，１４２円
戸 別 募 金（ ３６件） ２９１，９００円
法 人 募 金（ ４９件） ４５３，０００円
個人大口募金（
８件）
６３，０００円
その他募金（ ２８件）
７５，７５８円

※ 今年度実施の払込用紙による寄付は年末に集計されます。

皆様からお寄せいただいた寄付金は、年末に集約
し釧路市共同募金委員会を通じて北海道共同募金会
へ送金し、翌年度の全道や阿寒地域における福祉活
動や福祉団体の活動等に活用されます。
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★スポーツチームクリアファイル各種
・日本ハムファイターズ
・コンサドーレ札幌
・レバンガ北海道
・エスポラーダ北海道
・ロコ・ソラーレ／北海道銀行フォルティウス

☜ ˏˌˌˍ́ັܙ͈ཿίτΔϋΠȊ
★キャラクタークリアファイル各種
・初音ミク（全３種類）
・バンドリ
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बͬ߄׳݅ٺ༡ਬ̱̞̳̀͘
令和２年度に起きた全国各地の災害について共同募金会では地域の皆さま方からの義援金を受け
付けております。阿寒地区委員会窓口でも受け付けておりますので、皆さま方のご支援をよろしく
お願いいたします。
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共同募金についてのお問い合せは、ߞႹঌވ൳༡߄տ֥ٛՒێ౷ߊտ֥ٛ͒
釧路市阿寒町中央1-7-12／TEL:66-4200 （釧路市社会福祉協議会阿寒支所内）
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阿寒湖中学校全学年
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▲ 身体障害者福祉協会での体験

※ 新型コロナウイルスの感染対策をしながら楽しむことができます

社会福祉協議会では「福祉の学習」を進めています。ご依頼をいただければご要望に沿った形で企画させて
いただきます。お問い合せは、釧路市社会福祉協議会阿寒支所（TEL:６６−４２００）までどうぞ！！

九月二十八日︵月︶︑釧路市
立阿寒湖中学校において﹁避難
訓練・防災教室﹂が行われ︑全
校生徒十九名が参加しました︒
当日は︑雌阿寒岳の噴火警戒
レベルが４︵避難準備︶になっ
て いる中︑震度５弱の地震が発
生し噴火が起きたことを想定し
て避難訓練が行われたほか︑学
校が避難所になったことを想定
した段ボールベッドの組立訓練︑
いざというとき役に立つ防災用
品について学習しました︒
その後︑阿寒湖婦人会の石川
利恵子会長のほか︑まりも倶楽
部会員の指導・協力のもと︑移
動式炊飯ユニット﹁レスキュー
出し訓練としてカレールーとア

キッチンシステム﹂による炊き
ルファ米の調理を行い︑ガス・
電気が使えない状況での調理を
体験したほか︑みんなで協力し

新型コロナウイルス感染症の
ため残念ながら延期となってい
る東京二〇二〇オリンピック・
パラリンピックですが︑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
める競技として注目を集めてい
るのがパラリンピック正式種目
の﹁ボッチャ﹂です︒
釧路市社会福祉協議会阿寒支
所では︑学校や町内会の活動を
はじめ︑地域のさまざまな行事
におけるレクリエーションとし
てこのボッチャ体験をご提案し
ています︒気軽に楽しめる一方
で頭脳戦とも言える知的な戦略
も必要になる奥深い競技で︑こ
れまで体験した地域の方々から
も﹁楽しかった！﹂﹁難しいけ
ど分かれば面白い！﹂など高評
価の声が上がっています︒
町内会や各団体の行事におけ
る用具の貸し出しや指導者によ
る体験出前講座のご希望があり
ましたら︑ぜひ下記までお問い
合わせください︒

▲ 中央町内会での体験

て作ったカレーライスを試食し
ました︒

▲ カレーの炊き出し調理体験

第一回すくすく
スキルアップ講習会

ダルマ奉仕部会

福祉用具を学ぶ

家族介護教室で

師に︑介護保険における福祉用

具の位置づけや最新の福祉用具

の紹介︑展示が行われました︒

のマッスルスーツや︑癒し効果

研修交流会を開催

家族介護者の負担軽減と知識

のある介護用ロボットに参加者

とくに重たいものを持つため
十月十一日︵日︶︑ダルマ奉

の習得を目的に釧路市より委託

の注目が集まっていました︒

◀ɣ!ड૧ছဥߓત͈ٚအঊ

阿寒湖地区で開催
仕部会︵三浦サツキ会長︶が秋

を受けて実施している全四回の

で福祉用具を寄贈

阿寒中学校が益金

の研修交流会を行い︑会員二名

月十六日︵金︶複合施設ひだま

﹁家族介護教室﹂の第三回が十

今年は釧路市立博物館で特別

りにおいて︑第四回が十一月十

が参加しました︒
公開された﹁雄別炭鉱閉山五十

一日︵水︶に阿寒湖まりむ館で

月十一日に実施した町内の故紙

年映像上映会﹂を見学し︑地元

両日とも﹁介護保険と福祉用

回収活動の益金によって購入し

釧路市立阿寒中学校が去る九

のかつての賑わいや閉山の歴史

具について﹂をテーマに株式会

た福祉用具が︑今年度も阿寒町

開かれました︒

について学びました︒かつての

社マルベリーさわやかセンター

行政センターを経由して阿寒町

である雄別や古潭︑布伏内地区

炭鉱と縁のある会員も︑懐かし

釧路の川口雅弘センター長を講

デイサービスセンターに寄贈さ

い風景や映像の中に知り合いの
姿を見つけ︑感慨深げに映像に

れました︒

行われました︒

寄贈式ならびに感謝状の伝達が

十一月二十四日︵火︶に同校で

アがそれぞれ一台ずつ寄贈され︑

今年度は歩行器とシャワーチェ

見入っていました︒
その後︑市内の駒形家にて昼
食交流会を行い︑新型コロナウ
イルス下で感染対策に努めなが

▲ 研修交流会での集合写真

ら︑少人数で短い時間の交流を
楽しみました︒
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九月十五日︵火︶︑子育てサ
ポートセンターすくすくが主催
する第一回スキルアップ講習会
を阿寒湖まりむ館において開催
しました︒
今回は新型コロナウイルス感
染予防のために自粛生活を続け
ている中で日頃の疲れやストレ
スをとるため︑幸運を呼ぶイン
テリアと呼ばれる﹁サンキャッ
チャー﹂作りに挑戦しました︒
参加した会員三名は︑好きな
色のガラス玉を選び︑思い思い
のサンキャッチャーを作りまし
た︒色を決めるのに苦労してい
ましたが︑工夫しながら製作を
楽しみました︒
でき あがった作品は窓辺に飾
り︑﹁お部屋に虹の光を取り入
れることで癒しの空間を創り出
したい﹂と話していました︒
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■未使用ハガキ
6枚
鈴木一樹様

慶弔のお返しにかえて、結婚・出産等を記念して、地域福祉の
推進のために、皆様方のご厚情をお待ちしています。
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阿寒女性ボランティアの会︵曽

北海道阿寒高等学校ボランティ
ア局が中心となって進めている学
校でのエコキャップ回収活動に対
し︑十月十二日︵月︶に釧路市社
会福祉協議会から感謝状が贈られ
ました︒
この活動は釧路市社会福祉協議
会が指定している福祉教育協力校

喜ばれています︒

贈しているもので︑毎年各校から

が自宅で作成したものを学校へ寄

は同会の定例活動のほか会員たち

園へ寄贈しました︒この寄贈活動

を本町地区の中学校︑高校︑幼稚

︵水︶︑会員たち の作成した雑巾

我部不二子会長︶は十月七日
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▲阿寒幼稚園への寄贈の様子

が取り組むエコキャップ︵ペット
ボトルキャップ︶やリングプルの
収集ボランティア活動の一環で行
われ︑阿寒高校は今年度が初めて
の活動となりました︒釧路市内の
協力収集業者に集まったエコキャ
ップを回収してもらい︑この事業
の益金は釧路市内の協力校全体で
集約されて市内の福祉施設へ車い
すとして寄贈する活動に使われて
います︒

▲阿寒高等学校ボランティア局の生徒（左）と感謝状の贈呈（右）
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■使用済カード
66枚
畑中ゆら様
66枚
匿名
11枚
上杉則子様

ṜṚṜṚṘṛṜಆתṒǧṡṝṓ Ⱥ༎ਬȆอ࣐Ȼ
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道辻重子様
仁々志別連合町内会女性部様
釧路身体障害者福祉協会阿寒町分会様
上杉則子様
匿名
■使用済み切手
228枚
畑中ゆら様
210枚
阿寒の森鶴雅リゾート花ゆう香様
56枚
菅原昌子様
468枚
阿寒剣道スポーツ少年団様
463枚
阿寒町公民館様

匿名

匿名
鈴木静江様
梅崎八重子様
佐々木レイ子様

■ベルマーク
33枚
39枚
45枚
64枚
44枚

────令和２年11月10日現在────
◆多くの皆様からお寄せいただいた「収集ボランティア活動」
をご紹介いたします。

■外国切手
1枚

タオル・シーツ類
タオル類
古着類
布類

阿寒剣道スポーツ少年団様

────令和２年11月16日現在────
◆皆様からお寄せいただいたご寄付は地域福祉の向上のため
に役立たせていただいております。

■未使用切手
2枚

ɡဖు

阿寒高等学校様
道辻重子様
匿名
仁々志別連合町内会女性部様
釧路身体障害者福祉協会阿寒町分会様
匿名
112枚
63枚
29枚
37枚
287枚
9枚

