ボランティア情報誌

◎石狩市花川南老人デイサービスセンター(花川南 5-3-109)
活動）買い物ツアーの介助ボランティア

2016・7･1 発行
No.225 号

各日女性 6 名

日程） 7/11(月)・12(火)・13(水)・14(木)・15(金)

全道のボランティア実践者やボランティアに関心を寄せる人々が一堂
に集い、交流や研究協議を行う場です。今年度は室蘭において 1 泊 2 日

12:45～15:00
集合）南デイサービスセンター 活動）イトーヨーカドー

で開催されます。興味のある方は石狩市ボランティアセンターへご連絡

★車いす操作のできる方

ください。
（電話：72-8341）

屯田店

発行：石狩市ボランティアセンター

☎72-8341

【講演】気象の視点からみる北海道の魅力

★交通費についてはお問合せください。
★ボランティアさんはお買い物できませんのでご了承ください。

～防災から考える地域づくりとは～
講師：浜崎 慎二 氏
【日時】8 月 27 日（土）12：30～受付け

◎特別養護老人ホーム七色の風(北区屯田 9-9-5-15)
活動）特技披露〈日本舞踊〉
日程）月 1 回程度
★交通費あり
〈日程及び時間はご相談させていただきます。〉

8 月 28 日（日）～12：00 終了予定
【費用】15,000 円程度（宿泊費、交流会費、食事）
※参加費の 2,000 円はボランティアセンターで負担します
【定員】2 名（先着順）
【締切】7 月 6 日（水）17：00 まで

◎在宅・・・80 代の女性（花川南 8 条在住）
活動）傾聴（女性希望）

2名

日程）月 2 回程度 2 時間程度

★交通費あり

13:00 または 14:00 から 2 時間程度

北海道地域活動振興協会から助成事業の案内が届いています。対象

★お話し相手になってくれる方を希望。

団体や対象事業については下記をご確認ください。詳細・申請を希望

★詳細は、ボランティアセンターまでお問合せください。

される団体はボランティアセンターへお問い合わせください。
【対象団体】

りんくるの一大イベント、ふれあい広場いしかりが 7 月 16 日
土曜日に開催されます。屋外ではお子様に人気のキャラクター
ショーや石狩名産等コーナー、屋内では、ふれあい作品展など
お子さまからお年寄りまで楽しめる内容となっております。
たくさんのみなさまのお越しをお待ちしております！！

○道内でボランティア活動を１年以上継続して実施している団体

◎医療法人喬成会

花川病院（花川南 7-5-2）

活動）①夏祭りにおける模擬店のお手伝い

3名
②夏祭りにおける職員の浴衣着付け 女性数名

日程）① 7/27(水)14:30～16:00（14:00 集合）
② 7/27(水)12:00～14:30（11:50 集合）
集合・活動場所）①花川病院駐車場
②１階事務所受付

○営利、政治、宗教を目的としない団体
【助成対象事業】
（助成額の上限は 3 万円です）
○地域性,公益性を有し、収益性がないと認められる次の分野
(1)福祉や保健,医療の増進 (2)社会教育の推進 (3)まちづくりの推進
(4)文化,芸術,スポーツの振興 (5)環境の保全 (6)国際協力の推進
(7)子供の健全育成

締め切り 7 月 15 日（金）

花川病院内 ※交通費なし

①夏祭り（屋外）において金券と商品の交換販売のお手伝いです♪

（申込先・問い合わせ）

②夏祭り当日に職員の浴衣を着つけてくださる方！男性浴衣の着付

・石狩市ボランティアセンター（石狩市社会福祉協議会内）

けできる方や「帯結びの手前まで」という方もお待ちしています♪

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
･厚田支所 厚田区厚田 45 番地 5 厚田保健センター内

◎社会福祉法人パートナー

コミュニティ若葉（花川北 6-3）

活動）利用者さんと歌を楽しんでいただける方
日程）火・水・金・土・日 10:00～1 時間程度
★歌が大好きでみなさんで唄ったり、
ご自分の好きな歌を唄っていただけませんか
♪最新のカラオケがあります。
※交通費なし

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

この情報誌は、石狩市と市社協の計画である新・りんくるプラン
に基づき発行しております。

平成 27 年度 4 月から平成 28 年 5 月末までの期間
で、活動回数が 200 回を超えた方が 2 人いらっしゃい
ます。お二人とも毎月 10 回以上の活動をされており、
今回、最速で 200 回に到達しました。
達成記念の特製ピンバッチをお渡しします！！
女性の登録者が多くを占める中、活動回数上位には男
性も大勢いらっしゃいます。シールやバッチが皆さんの
励みになると嬉しいです。
皆さんもピンバッチを目指し、無理のない範囲で頑張
りましょう！
200 回到達記念の特製ピン
バッチは黄色です。登録証
につけてくださいね！

◎樽川ふれあいくらぶ(樽川 3-3-31)

◎ケアハウスいしかり(花畔 360-26)

活動）活動のサポート全般
2～3 名
日程）日曜日～金曜日 10:00～11:00
集合）樽川ふれあいくらぶ
※交通費なし
★傾聴･レク活動･散歩等のお手伝いをしていただく活動です♪

活動）①『ドックの会』の準備や片付けのお手伝い

日程）月 1 回 （毎月第 2 金曜日ですが、変更の可能性あり）
13:00～15:00（日程打ち合わせさせていただきます）
活動）②大正琴の指導をしていただける方
日程）月 1 回（日程打ち合わせさせていただきます）

活動）①望来まつりのお手伝い

活動）③囲碁の会の指導
1 名 （男性希望）
日程）月 2 回（日程打ち合わせさせていただきます）

日程）9/11（日）

◎特別養護老人ホーム

ばんなぐろ（花畔 360-26）

女性希望
日程）祝日を除く毎週（木）

9:00～16:00

集合・活動場所）
「レラ・もうらい」（望来 96-1）

活動）書道サークルの補助（書道の準備・指導・誘導）

1名

9:40～（２時間程度）

集合）１階事務所前 活動場所）セミパブリックスペース ※交通費なし
★毎週か隔週もしくは、できるだけ長く続けられる方希望です♪

★①～③共通
集合･活動場所）ケアハウスいしかり

活動）②厚田ふるさとあきあじ祭りのお手伝い
日程）9/22（木/祝日）

10 名

9:00～16:00

★①入居者さんとセラピー犬との間に入っていただきます。
犬好きの方、セラピー犬に興味のある方お待ちしております♪

①・②共通

※交通費なし

雨天決行

◎グループホーム

★エプロンをご持参ください。

★送迎バス運行します。詳細はボランティアセンターまで。

ひなた（花川南 2-6-118）

活動）①利用者さんの話し相手
10:30～12:00 14:00～15:30

②特技披露やレク活動を一緒に楽しむ

◎介護老人保健施設セージュ新ことに(北区新琴似 787-2)

10:30～12:00 14:00～15:30

活動）①特技披露

◎ボランティアセンター（花川北 6-1-41-1 りんくる内）

②日常生活のお手伝い

若干名

14:00～15:00（要相談）

②ご相談ください
集合）セージュ新琴似 1 階事務所
★交通機関（バス）を利用される方、交通費一部負担あり
★施設見学は随時、受付けいたします。

活動） 情報誌発送活動

◎北海道星置養護学校石狩紅葉山校舎(花川北 3-3-1)
活動）①生徒さんのプール学習補助

2～3 名
②生徒さん（小・中等部）の学習活動へのサポート
③特技披露

日程）①7/8(金)・7/21(木)時間はいずれの日程も 9:30～12:00
9:30～11:30

③散歩時の車椅子介助
10:30～11:45 ※春から秋

10 名

※①～③交通費なし

日程）7/29(金)13:30～活動終了まで

★①②時間により昼食やおやつがあります。

場所）りんくる 2 階
※交通費なし

★③時間により昼食あり、天候によっては室内で一緒にレク活動

福祉団体活動室

をしてもらうこともあります。

参加できる方は、センターまでご連絡ください。
7 / 4 (月)

②月曜日～金曜日

※交通費なし

集合・活動場所）地域交流センター「みなくる」
（望来 27-7）
★昼食あり

日程）①火曜日・木曜日

1名

◎厚田はまなす園（厚田区小谷 33-1）

5名

3名

１０：００

より受付致します。

★都合の良い日で結構です。利用者さんが近隣の方との交流を楽し
みにしています。気軽に遊びに来てください。

◎樽川デイサービスセンター四季彩館（樽川 3-3-70）
◎石狩希久の園デイサービス（八幡町高岡 27-9）
活動）特技披露ボランティア
日程）7/22(金)・8/24(水)
13:30～14:30 までの間で 45 分間程度
活動場所）希久の園デイサービス内

※交通費なし

★りんくるから施設までの送迎希望される方ご連絡ください。

活動）傾聴や活動のサポート全般
各日 1～2 名
日程）月～土（日曜・祝祭日除く）
集合）樽川デイサービスセンター四季彩館
9:30～16:00 の間でご都合の良い時間
※交通費なし
★利用者さんのお話し相手やお茶出し、レク活動の補助等をし
ていただく活動です♪

③要相談
集合）石狩紅葉山校舎玄関

※交通費なし
◎樽川ふれあいくらぶ(樽川 3-3-31)

活動場所）①学校プール、②・③学校内
①水着、水泳帽、タオル等水泳時に必要なものをご持参ください。
気温、天候などにより中止になることがあります。
★動きやすい服装、履きなれた靴でお願いします。
★先生の補助や見守りなどサポートをお願いいたします。

お問合せ・ご連絡先

活動）活動のサポート全般
2～3 名
日程）日曜日～金曜日 10:00～11:00
集合）樽川ふれあいくらぶ
※交通費なし
★傾聴･レク活動･散歩等のお手伝いをしていただく活動です♪
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