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【日時】11 月７日（金）13 時 30 分から
【場所】りんくる２階交流活動室

開催案内
発行：石狩市社会福祉協議会ボランティアセンター☎72-8341

【内容】式典・表彰・口演
【講師】
講談師

かん

だ

神 田

おり

ね

織 音

今年度は災害を「学ぶ・体験する・備える」をキーワードに、様々
氏

な災害の擬似体験を行います。また、洪水を対象とした DIG（災害

～講師プロフィール～

図上訓練）を行うことで、自分たちのまちと川との関わりを、地理

高校時代から芝居の勉強をはじめ、平成 11 年に神田香織氏に入門。

的にだけではなく、歴史的にも、地域的にも学ぶことを目的に開催

平成 15 年に二ツ目昇進。平成 23 年に真打昇進。

します。

成年後見制度をわかりやすく伝えるため、実話をもとに創作した講談

【日

を、全国各地をかけまわり披露している。

【見学場所】千歳市防災センター

市民のみなさんの権利を守る成年後見制度について、軽妙な語り口で

【研修場所】千歳市防災学習交流センター「そなえーる」

お話いただきます。

【参加対象】防災・災害ボランティア活動に関心のある方

時】1１月１５日（土）９:00～1６:00

（親子で参加可）
【定

員】２0 名（定員超過の場合は抽選とします）
※りんくるより貸切バスを運行いたします。

【参加料】無料
いつもご利用ありがとうございます！
りんくる１階のふれあい喫茶・福祉の店は 10 月 1 日より秋冬の営
業時間に変更いたします。

◎参加申し込み・お問い合わせはボランティアセンターまで。
申込受付期間

10 月 1 日（水）～３１日（金）

電話 72-8341

寒くなるこれからの時期にぴったりなホットコーヒーや紅茶など、
温かい飲み物も取り揃えております！りんくるにお越しの際はぜひご

防災・災害ボランティア活動に

利用ください。

関心のある方、ぜひ参加してみ
ませんか？

おいしいコーヒーで
ほっと一息しませんか？

（申込先・問い合わせ）

10 月 1 日（水）～12 月 31 日（水）運動期間にご協力を！

・石狩市社会福祉協議会ボランティアセンター

北海道で集められた募金は、北海道で使われています。皆様から

石狩市花川北 6 条 1 丁目 41 番地 1 りんくる内 72-8341･FAX74-2008

http://www.ishikari-shakyo.org vc@ishikari-shakyo.org

寄せられた寄付金は、民間の福祉施設や社会福祉協議会で行われる
福祉活動を通じ、幅広く使われています。

･厚田支所 厚田区厚田 45 番地 5 厚田保健センター内
atuta@ishikari-shakyo.org

78-2521・FAX78-2161

・浜益支所 浜益区浜益 2 番地 4 石狩市高齢者生活福祉センター内
hamamasu@ishikari-shakyo.org

79-5050･FAX79-5011

窓口で 500 円以上募金にご協力いただいた
方には、石狩市限定“りんくるちゃんバッ
ジ”をプレゼントいたします！

◎介護老人保健施設セージュ新ことに(札幌市北区新琴似 787-2)

◎ケアハウスいしかり（花畔 360-26）

◎喬成会

＜活動＞喫茶店のお手伝い

＜活動＞囲碁の相手

＜活動＞買物行事

＜日程＞月～金

＜日程＞毎月 2 回くらい

11：30～13：30 数名

＜集合・活動場所＞セージュ新ことに

1名

＜日程＞10/20(月),21(火),22(水),23(木),24(金),27(月),

＜集合・活動場所＞ ケアハウスいしかり

♪ｺｰﾋｰを入れる、配膳、準備、後片付け等

♪日付、時間は要相談

♪上靴をご持参ください。

※交通費なし

ふれあいクリニック（花川南 10-3-1-1）

28(火),29(水)
13:30～15:30

各日５名

＜集合場所＞イオンスーパーセンター石狩緑苑台店又はふれあいク

※交通費一部負担あり（交通機関を利用される方のみ）

リニック（送迎要相談）
＜活動場所＞イオンスーパーセンター石狩緑苑台店

◎グループホームひなた（花川南 2-6-118）
＜活動＞①特技披露やレク活動を一緒に楽しむ
＜日程＞ご都合の良い日

＜日程＞月 1 回（木もしくは金）

14:00～15:30

1名

◎指定放課後等デイサービス事業所 らふと(緑苑台東 3-1-102 福本ビル 1 階)

♪事前に見学・オリエンテーションあり

＜活動＞②お話し相手

運動・ゲーム・ごっこ遊びなどの相手
＜日程＞月～金の中で日程要調整

14:00～15:30

15:00～17:00

＜集合・活動場所＞グループホームひなた
♪①②は時間により、食事やおやつを一緒に食べてもらう
ことがあります。近隣の方との交流を望んでいます。

＜集合場所＞らふと

＜活動＞傾聴（女性希望）

＜活動場所＞らふと（公園、体育館の場合もあり）

♪お話し相手になってくれる方を希望します。

＜活動＞③散歩時の車イス介助
＜日程＞春～秋までの毎日（ご都合の良い日）毎日 1～2 名程度
10:30～11:45
＜集合・活動場所＞グループホームひなた内近隣の散歩コース

日程についての詳細は、ボランティアセンターまでお問いあわ

◎花川北老人デイサービス（花川北 6-1-41-1 りんくる内）

一緒に昼食をとり交流することも可能です！

＜活動＞お話し相手等

♪都合の良い日をお知らせください。利用者さんのお話し相手や

10:00～11:30

地域活動室 A

数名

10:00～11:30

福祉団体活動室

数名

※交通費についてはお問合せください。

＜活動＞②切手整理

＜活動＞傾聴
時間は要相談

1～2 名

＜集合・活動場所＞ぬくもり花川 3F 食堂
♪都合の良い水・土でも構いません。
※交通費なし

◎樽川ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ四季彩館（樽川 3-3-70）
＜活動＞①手品（お話しを交えて出来る方）

＜活動＞③ハイスタンプ貼付活動
10:00～11:30 地域活動室 A

2名

＜活動＞④情報誌発送
＜日程＞10/31(金） 13:30～15:00 福祉団体活動室 10 名
③・④については参加できる方はご連絡ください。（10/3
より受付）

◎サービス付高齢者住宅ぬくもり花川（花川南 9-4-86）

お茶出し、ドライヤーかけ等のお手伝いをお願いします。

＜活動＞①雑巾縫い活動

＜日程＞10/8(水)

スキンシップ等で対応してもらいたいと思っています。

＜日程＞毎週水・土

＜日程＞月～金の中で都合の良い日
9:30～12:00 各日 1～2 名

＜日程＞10/8(水）

関わることのできる方に『男同士の関わり方』を自然に

※交通費支給あり（規定あり）

※交通費あり

あります。お時間の許される方は、

◎ボランティアセンター（花川北 6-1-41-1 りんくる内）

♪小学校高学年の男子を中心に兄、または父親的存在として

♪週 1 回程度で日程を打合せさせて下さい。

せください。

♪天候によっては、室内で一緒にレク活動をしてもらうことも

※交通費なし（①②③共通）

男性 1 名(利用児童がほぼ男子の為)

◎在宅・・・独居９０代の女性（花川南在住）
＜日程＞毎月 1 回（火曜か木曜希望） ２名

お気軽に遊びに来て下さい！！

＜日程＞10/8(水）

＜活動＞障がいを有する児童を放課後等に預かり

※交通費なし

何人でも可

10:30～12:00 又は

16：00～17：30

＜集合・活動場所＞えみな

＜集合・活動場所＞グループホームひなた
＜日程＞ご都合の良い日

※交通費 なし

＜活動＞洋裁・手芸活動

何人でも可

10:30～12:00 又は

♪利用者さんのお買物の付き添いをお願いします。

◎地域活動支援センターえみな（花川南 8-3-71）

9:00

②生け花・書道・昔遊びが出来る方
◎子育てボランティアチームひまわり（花川東 93-5）

＜日程＞月・火・木のいずれか

13：30～15：00 1～2 名

＜活動＞託児（子育て講座）

＜集合・活動場所＞デイサービス四季彩館

＜日程＞10/28（火）10:00～12:00 2 名

♪①利用者さんに手品を教えてくださる方

＜集合・活動場所＞えるむの森保育園

※交通費なし

※交通費あり
♪気軽にお問い合わせください。

※①～④交通費なし
＜集合・活動場所＞セージュ新ことにフロア

