◎児童発達支援放課後等デイサービス
活動）お子さんの活動支援サポート

あすなろ【各所】

各所 2～3 名

日程）月曜日～金曜日 13:00～17:00
長期休み中
9:00～17:00
土曜日
9:00～17:00 ※イベント
日曜・祝日
9:00～17:00 ※あすなろ花川北のみ
場所）①あすなろ花川北(花川北 1-5-238-1)
②あすなろ花川南(花川南 5-5-10 1 階)
③あすなろグランデ(花川南 1-4-250)
※交通費なし
★1 日 10 名程度のお子さんがいらっしゃいます。一緒に活動して
いただける方、お待ちしています♪

◎児童発達支援･放課後等デイサービス 10 カラーズ(花川南 8-3)

石狩ハイスタンプ会からのお知らせ

整理、修繕やお子さんとの関わり 各曜日 1～2 名
日程）火曜日～土曜日 平日 13:00～19:00、
土曜日 9:00～15:00 の間のご都合の良い時間
場所）よかっち内

※交通費なし

★上靴をご持参ください。

８月 1 日～8 月 31 日での期間に満貼台紙を加盟店でご利用
すると自動的に抽選会に参加となります。
賞品は、 1 等 30,000 円×3 本
2 等 10,000 円×9 本
3 等 1,000 円×88 本
（いずれも 石狩ハスタンプ会商品券）
※抽選日は 9 月 13 日（火）

☎72-8341

本

★ボランティアポイント手帳をお持ちのみなさまへ★
たまったポイントはりんくる 2 階ボランティアセンタ
ーでハイスタンプに交換しています。この機会に交換
しませんか！

7 月 16 日（土）『2016 ふれあい広場いしかり』が盛
会のうちに終了いたしました。
昨年とは打って変わり、当日は天候の心配もなく、快晴
の中、無事に開催する事ができました。
来場者は 3,000 名を超え、「やさしさの風になろうよ」
のテーマのもと、様々なイベントを通して福祉に触れてい
ただけたことと思います。
このイベントは、高齢者から子供、障がいの有無に関係
なく楽しめる催しとして定着しており、今年で 31 回を数
えています。市内で福祉に携わる施設や団体等、約 600
名が実行委員として運営しており、ボランティアセンター
の登録団体も 14 団体、個人登録者が 20 名程、活躍され
ました。ご協力ありがとうございました。

加しています。一生懸命頑張
っています。
みなさまぜひ遊びに来てくだ
さい。
★りんくる 1 階デイサービス
8 月 3 日まで
★りんくる 1 階喫茶コーナー
8 月 10 日まで（平日のみ）

各曜日 1 名

日程）月・火・木・金 11:00～13:00

（申込先・問い合わせ）

昼食あり（弁当）※交通費なし

・石狩市ボランティアセンター（石狩市社会福祉協議会内）

場所）サポートセンターあらいぶ 2 階

発行：石狩市ボランティアセンター

総数 100 本

◎サポートセンターあらいぶ（花川南 1-6-170）
活動）清掃・食器配膳準備・食器洗い
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ビッグな抽選会！！

夏休みの期間を利用して、小
学生がボランティア活動に参

活動）お子さんが使用するおもちゃ等の掃除、

2016・8･1 発行

石狩市市制施行 20 周年記念事業

活動）お子さんの使う制作物の活動のサポート 数名
日程）月曜日～金曜日（土日祝は除きます）の 10:00～17:00
2 時間程度の活動も可能です♪
場所）デイサービス 10 カラーズ ※交通費なし

◎はるにれの里よかっち（花川北 3-3-1）

ボランティア情報誌

毎年人気のキャラ
クターショーに
は、今年もたくさ
んのお子さんがき
てくれました。

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

★毎週ではなく都合に合わせてのご参加お待ちしております。

･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

◎樽川ふれあいくらぶ(樽川 3-3-31)

活動）将棋のお相手
1名
日程）ご相談させていただきます。
場所）樽川ふれあいくらぶ 2 階
※交通費なし

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。

りんくる 1 階では
ふれあいの店、ふ
れあいの展示が行
われました。

◎厚田はまなす園（厚田区小谷 33-1）

◎地域活動支援センターえみな(花川南 8-3-71)

活動）①望来まつりのお手伝い

活動）①調理補助
日程）毎週木・金曜日
毎週土・日曜日

日程）9/11（日）

9:00～16:00

集合・活動場所）
「レラ・もうらい」（望来 96-1）

◎特別養護老人ホーム七色の風(北区屯田 9-9-5-15)

各1名
11:30～13:30
9:00～13:00

活動）②レクリエーション活動補助

活動）①特技披露〈日本舞踊〉

②書道を教えていただける方

残り 3 名

活動）②厚田ふるさとあきあじ祭りのお手伝い

1名

日程）9/22（木・祝日）

日程）①月 1 回程度
〈日程及び時間はご相談させていただきます。
〉
②月 1 回程度
〈月・水・木・金・土の中でご相談させていただきます。〉

残り 4 名

9:00～16:00

集合・活動場所）地域交流センター「みなくる」
（望来 27-7）
①・②共通
★昼食あり

※交通費なし

雨天決行

日程）毎週水・木・金曜日
毎週土・日曜日

各1名

15:30～17:30
9:00～13:00

①・②共通
※交通費なし
★発達障がいや引きこもり経験のある方などと職員の方
と一緒に料理や手芸など余暇の活動をしてみませんか。

★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。

★お昼をまたぐ時間帯は、昼食があります。

★10 名～15 名の利用者さんがいらっしゃいます。
書道を教えていただける方お待ちしています♪

◎ボランティアセンター（花川北 6-1-41-1 りんくる内）
活動） ①切手整理活動

◎介護老人保健施設オアシス２１（南 7-5-3-2）
活動）ネット手芸

1～2 名

日程）日時要相談 月 2 回
1 時間程度
※交通費なし
★週にどれくらい活動できるか相談させてください。

②雑巾縫い活動
③情報誌発送活動

数名
数名
10 名

◎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）①利用者様

3 名と麻雀を楽しんでいただける方
②編み物を一緒に楽しんでいただける方
③買い物レクに同行していただける方 1 名
④花札、百人一首を利用者さんと楽しんでくださる方
⑤簡単な折り紙を利用者さんと折ってくださる方

日程）① 8/18(木)13:30～15:30
② 8/18(木)13:30～15:30
③ 8/31(水)13:30～活動終了まで
場所）①③りんくる 2 階
②りんくる 2 階

福祉団体活動室
地域活動Ａ室

◎地域メディア「えりすいしかりネットテレビ」市役所 4 階
活動）①情報整理のサポート

②情報発信のサポート

※①～③交通費なし

数名
数名

③に参加できる方は、センターまでご連絡ください。

日程）随時

8 / 1 (月)

10：００

より受付致します。

場所）えりす事務所内

日程）①月曜日・金曜日の 13:00～利用者さんのペースで 2 時間程
②ご相談させていただきます。
③毎週木曜日 13:30～（1 時間程度）
車いすを押していただける方
④⑤木曜日以外の 10:00～11:20 まで
集合）コミュニティ若葉
※交通費なし

★情報整理･･･新聞の切り抜き、広報メモの整理など
情報発信･･･フェイスブック、制作サポートなど

◎石狩希久の園デイサービス（八幡町高岡 27-9）

①・②共通

活動）特技披露ボランティア

※交通費なし

※活動できる日を、申し込み時に具体的にお知らせください。

◎ケアハウスいしかり(花畔 360-26)

日程）8/24(水)・9/5(月)・9/20(火)
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

◎特別養護老人ホーム

★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。

ばんなぐろ（花畔 360-26）

日程）祝日を除く毎週（木）

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♪

3名

日程）月 1 回 （毎月第 2 金曜日ですが、変更の可能性あり）
14:00～16:00（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

1名

日程）月 1 回（日程打ち合わせさせていただきます）

活動）書道サークルの補助（書道の準備・指導・誘導）

女性希望

※交通費なし

活動）①『ドックの会』の準備や片付けのお手伝い

お問合せ・ご連絡先

★①・②共通
集合･活動場所）ケアハウスいしかり

※交通費なし

★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♪
愉快な仲間 2016・8･1 発行 No.226 号

