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今年も一年ありがとうございました。

なんと！！
新年とくとくお年玉
期間中に 満貼台紙に所定のシールを貼って
加盟店でご利用すると、通常 500 円が 700 円としてご利用になれます。

また来年もよろしくお願いいたします。
石狩市ボランティアセンター

発行：石狩市ボランティアセンター

◎樽川ふれあいくらぶ(樽川 3-3)

活動）お話し相手など日常生活のサポート

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 1 階 ※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♪

ポイント手帳をお持ちで交換希望の方は、ボランティアセンターまでお
越しください。
とくとくお年玉の詳しいお問合せは石狩ハイスタンプ会
（電話 72-4575）
まで。
期 間
1 月 4 日(水)～8 日(日)まで

活動）①『ドックの会』の準備や片付けのお手伝い

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

【休業日】12 月 29 日(木)～1 月 3 日(火)
1 月 4 日(水)より通常営業いたします。

研修会開催します！！

※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♪

◎はるにれの里よかっち（花川北 3-3）
活動）お子さんが使用するおもちゃ等の掃除、

キッズボランティアが
始まります！！
1 月 5 日(木)～13 日(金)の平日にりんくる
1 階喫茶コーナー（12 時 15 分～14 時）と
北デイサービス（10 時～11 時）で
小学生ボランティアが活動しています。
ご来館の際には
ぜひ応援してください。

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
※交通費なし ★上靴をご持参ください。

今年度の 8 月に起こった台風 10 号被害により災害ボラ
ンティアセンターを開設した清水町災害ボランティアセン

1名

★①・②共通

活動場所）よかっち内

~いざというときに備えみんなで学びませんか~

災害ボランティア

日程）月 1 回（日程打ち合わせさせていただきます）

集合･活動場所）ケアハウスいしかり

参加無料

ふれあい喫茶・福祉の店年末年始のご案内

◎ケアハウスいしかり(花畔)

（申込先・問い合わせ）
・石狩市ボランティアセンター（石狩市社会福祉協議会内）
石狩市花川北 6 条 1 丁目 41 番地 1 りんくる内 72-8341･FAX74-2008

ターの取り組みを清水町社会福祉協議会副会長の児玉氏に
住民視点で講話いただきます。
また、石狩でこのような災害が起きた場合、住民としてど
んなことができるかみなさんで考えてみませんか。
■講

師

清水町社会福祉協議会副会長
児玉

■日

時

平成 29 年 2 月 10 日（金）

■会

場

りんくる３階

■対

象

防災・災害ボランティア活動に関心のある方

■定

員

20 名※定員超過の場合は抽選となります。

■申込方法

視聴覚室

下記、ボランティアセンターに電話、メールに
てお申込ください。

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。

清水町及び南富
良野町災害ボラ

･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

一紀氏

10：00～12：00

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

お問合せ・ご連絡先

☎72-8341

■締め切り 平成 29 年 2 月 7 日（火）
■申込・問合せ
電

話

７２－８３４１（やさしい）
メー ル

ンティアセンタ
ー 活動支援報告
もあります！

vc@ishikari-shakyo.org

◎介護老人保健施設オアシス２１（南 7-5）

◎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）ネット手芸

活動）①情報整理のサポート

1～2 名

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

数名
数名

②情報発信のサポート
日程）随時
活動場所）えりす事務所内

★情報整理･･･新聞の切り抜き、広報メモの整理など

◎デイサービス我が家

情報発信･･･フェイスブック、制作サポートなど

樽川の家（樽川 8-1）

◎介護老人保健施設セージュ新ことに(北区新琴似)

活動）食器洗い・片付けなどの活動サポート

活動）①特技披露

日程）各曜日(日祝含む)ご都合の良い日 13:00～15:00

②食事の配膳・ドライヤーかけ・お話し相手など
日常生活のサポート
3～4 名
日程）①火曜日･木曜日 14:00～15:00（要相談）
②月曜日～金曜日 10:00～17:00 の間でご都合の良い時間
集合）セージュ新ことに 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。

各曜日 1 名

①・②共通

※交通費なし

※活動できる日を、申し込み時にお知らせください。

※交通費なし

◎石狩希久の園デイサービス（八幡町高岡）

◎ママズ ダンス サークル(花川北 3-2
活動）託児

活動）特技披露ボランティア

2名

日程）毎週水曜日 10:00～11:00
集合場所）市民プール 2 階 多目的ホールＣ ※交通費なし
★ダンスサークルに参加された方のお子さま（1～4 才くらい）

日程）H29/1/6(金)･1/21(土)･2/1(水)
13:30～14:30 までの間で 45 分間程度
場所）希久の園デイサービス内

※交通費なし

の託児をお願いします。

★送迎対応はございません。ご了承願います。

◎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)

◎医療法人喬成会

活動）こどもたち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♪
活動場所）デイサービス 10 カラーズ ※交通費なし

活動）季節の装飾制作活動

◎特別養護老人ホーム七色の風(北区屯田 9-9)
活動）①特技披露〈日本舞踊〉

②書道を教えていただける方

1名

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。
★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♪

花川病院（花川南 7-5）

3～5 名

日程） 毎週木曜日 10:00～12:00 の間で都合の良い時間
（祝祭日は除きます）
集合･活動場所）はなリビング

※交通費なし

（旧ふれあいクリニック 花川南 10-3）
★毛糸･フェルト･画用紙などを使った装飾の制作していただく
活動です。ボタン付け程度のお裁縫ができる方、装飾が好きな方、
お子さま連れの方もお待ちしています♪

◎樽川デイサービスセンター四季彩館（樽川 3-3）
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♪

◎特定非営利活動法人こども・コムステーション・いしかり
活動）放課後子ども教室での子ども達の見守りと遊び

1 日 2 名程度
日程）ご都合の良い日から 15:00～17:00 でご都合の良い時間
集合・活動場所）八幡小学校内 ★交通費支弁あり（規定による）

◎ボランティアセンター（花川北 6-1 りんくる内）

◎児童発達支援放課後等デイサービス

活動） ①切手整理活動

活動）お子さんの活動支援サポート

②雑巾縫い活動
③情報誌発送活動

数名
数名
10 名

日程）①・②Ｈ29.1/11(水) 13:30～15:00
③
Ｈ29.1/31(火) 13:30～活動終了まで
場所）①・②りんくる 2 階 福祉団体活動室・地域活動室Ａ
③
りんくる 2 階 福祉団体活動室 ※①～③交通費なし

③に参加できる方は、センターまでご連絡ください。
1 / 4 (水)

10：00

より受付致します。

あすなろ【各所】

各所 2～3 名

日程）月曜日～金曜日
13:00～17:00
土曜日※イベント
9:00～17:00
日曜・祝日※あすなろ花川北のみ
9:00～17:00
場所）①あすなろ花川北(花川北 1-5)
②あすなろ花川南(花川南 5-5)
③あすなろグランデ(花川南 8-4)
※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。
（①3 才～小学 3 年生のお子さんです。
）一緒に活動していただけ
る方、お待ちしています♪
愉快な仲間 2016・12 月末発行 No.231 号

