ボランティア情報誌

2018・5 月号

◎ジェルメ・まるしぇ(花川北 3-3)
活動）園芸作業

No.247

2～3 名

日程）4～11 月の月曜日または金曜日(月に数回)
10:00～12:00
活動場所）カフェまるくる
※交通費なし
★日数などはご相談させていただきます。
興味のある方は一度ご相談ください。
◎樽川ふれあいくらぶ

(樽川 3-3)

活動）散歩、傾聴、レクレーション等のサポート全般

各日

2～3 名

日程）月～金曜日 10:00～11:00
※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。
天候により散歩可能な服装にてお願いいたします。

◎特定非営利活動法人

サムリブ

平成 29 年度に市民のみなさまからお寄せいただきました、使用済み
切手やテレホンカードを下記の団体に送付し、寄贈いたしました。
月に 1 度程度、ボランティアセンターで切手の整理活動者を募集し、
毎回たくさんのボランティアさんにご参加いただきました。昨年度はこ
れまでにない量の使用済み切手が寄せられました。ご寄贈いただいた皆
さんとボランティア活動者の皆さん、ありがとうございました。

発行：石狩市ボランティアセンター

☎72-8341

寄贈先：日本国際ボランティアセンター
★未使用テレホンカード
★使用済みテレホンカード
★使用済み切手

15 枚
451 枚
24.3ｋｇ

←切手整理活動の様子
今年度もよろしくお願いします！

(八幡町高岡)

活動）まき割、畑の作業のお手伝い
若干名
日程）6～11 月 9:00～16:00 の間でご都合の良い時間
※交通費あり(200 円)
★まき割や除草、収穫などの作業を利用者さんたちと一緒に明るく
楽しく行っていただける方お待ちしております。

◎石狩市花川北老人デイサービスセンター(花川北 6-1)
活動）買い物行事(外出)の付き添い

各日 6 名

日程） 6/18(月)・19(火)・20(水)・21(木)・22(金)
12:45～15:15（集合 12：45 時間厳守）

りんくる 1 階のふれあい喫茶コーナーでは、市内の障がい者施設など
でつくられる製品の販売もしています。
無添加の石鹸や、昆布製品、小物製品、毎日パンやカステラも届けら
れます。
売り上げは全て各事業所にお渡しし
ています。お手頃な価格で販売してい
ますので、ぜひお立ち寄りください。
ご利用お待ちしております！

集合）りんくる 1 階ロビー
活動場所）イトーヨーカドー屯田店
※交通費一部支弁あり、昼食なし。
★車いすを押せる方を希望します。

◎石狩市花川南老人デイサービスセンター(花川南 5-3)

ださい。実行委員会は出席できなくても、
「ふれあい広場」当
日にご協力いただける方は、ボランティアセンターへご連絡
ください。活動内容や担当委員会などをご相談させていただ
きます。
多くの皆さんのご協力、お待ちしています！

（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）

活動）買い物行事(外出)の付き添い

各日 6 名
（女性希望）

日程） 6/11(月)・12(火)・13 水)・14(木)・15(金)

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

【第 1 回実行委員会】
●日時：5 月 11 日（金） 13：30～
●場所：りんくる 2 階 交流活動室

･厚田支所 厚田区厚田 45 番地 5 厚田保健センター内

12:45～15:15（集合 12：45 時間厳守）
集合）花川南老人デイサービスセンター

福祉のお祭り「ふれあい広場いしかり」が、今年も 7 月中
旬に開催予定です。
毎年、多くのボランティアさんも実行委員会に参画され、
福祉関係者の皆さんで作り上げるお祭りです。
第 1 回の実行委員会が下記のとおり開催されます。ボラン
ティアとしてご協力いただける方は、直接会場までお越しく

78-2521・FAX78-2161

・浜益支所 浜益区実田 93 番地 17 特別養護老人ホームはまます あいどまり内

活動場所）道の駅とうべつ

79-5010･FAX79-5008

※交通費一部支弁あり
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。

昨年の
第 1 回実行委員会

◎社会福祉法人パートナー

コミュニティ青葉（樽川 6-2)

活動）①動物園内の付き添い

◎子育て支援センター
活動）託児

えるむの森（花川東 93-5）

2名

日程） 6/5（火）9:45～12:00

日程）5/28(月)・29(火) 13:00～16:00
集合）コミュニティ青葉
活動場所）円山動物園
★動物園までは施設の車で行き、園内にて利用者さんの車いすを押
していただきます。入園料は施設で支払います。
活動）②散歩

活動場所）北コミュニティセンター2 階 視聴覚室

③傾聴
④囲碁
⑤麻雀

※交通費あり（500 円）
★当日はエプロン・印鑑をお持ちください。

1～2 名

1～2 名
1～2 名
1名
2～3 名

曜日や時間などは
ご相談ください。

活動）買い物行事（外出）の付き添い

各日 2 名

日程）6/11(月)・12(火)・13・(水)・15(金) 9:15～14:00 頃
集合）らいふてらす石狩花川
活動場所）小樽市内
※交通費あり（500 円）
★9：30 出発→かま栄(買い物・見学)→ウィングベイ小樽にて回転

活動）①生徒さん（中学生）の遠足事前学習の

活動補助
各日 3 名
②生徒さん（中学生）の遠足の活動補助
3名

★③目の不自由な方に本や新聞を読んでいただきます。

※交通費なし

◎介護老人保健施設
ひなた（花川南 2-6）

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
10:30～12:00 14:00～15:30

★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。

②近隣の公園(予定)

◎ボランティアセンター（花川北 6-1 りんくる内）

★動きやすい服装、履きなれた靴でお願いします。
★お弁当を持参ください。

◎放課後クラブ

二コリ（花川南 3-2）

活動）子ども達との関わり、創作や調理活動の

サポート

各日数名

日程）月～金曜日（祝祭日除く）
14:00～17:30 の間でご都合の良い時間
※交通費あり(500 円)
★興味のある方は一度ご相談ください。
ていただく活動です。

茨戸アカシアハイツ（北区東茨戸 2-3）

活動）利用者さんのお話相手

若干名

※交通費あり（500 円）
日程）ご相談ください。
★入所者さんとお話したりオセロなどの相手をしていただきます。

③散歩時の車いす介助

集合場所）①②石狩紅葉山校舎玄関

※交通費なし

②お買い物の付き添い
③朗読

2名
2名
若干名

④⑤本格的ではなく、一緒に楽しくやっていただける方。

②5/22(火) 9:40～11:40
活動場所）①近隣の商店(予定)

活動）①お散歩の付き添い

★②イオン緑苑台へお買い物に行きます。車いすを押せる方希望。

10:30～11:45
※交通費なし
★③天候によっては室内でレク活動を一緒にしてもらうこともあり
ます。
★時間により昼食やおやつがあります。

日程）①5/7(月)・9(水)・21(月) 9:40～11:40

◎コミュニティ若葉（花川北 6-3）

⑤13:00～15:00 で週 1 回以上来ていただける方。

③週 1 回以上で 1 時間程度。

◎グループホーム

◎北海道星置養護学校石狩紅葉山校舎(花川北 3-3)

活動）児童の活動のサポート・制作物の手伝い
日程）月曜日～金曜日 9:00～18:00
※交通費なし
★子どもが好きな方お待ちしております♪

④13:00～15:00 の間で 1 時間程度。

間程度。

寿司で食事後帰宅。ボランティアさんの買い物可。食事代は自己
負担になります。

(花川南 8-3)

日程）①6 月頃から都合のいい日に 30 分程度施設近所のお散歩の
付き添いをしていただきます。
②毎週木曜日 14:00～15:30
③水・金曜日の午後から週 1 回程度。
※交通費なし

日程）②10:00～11:00、14:00～15:00 の間の 30 分から 1 時

◎デイサービスセンター らいふてらす石狩花川（花川南 1-2）

◎児童発達支援・デイサービス 10 カラーズ

活動） ①切手整理

②雑巾縫い
③情報誌発送

申込不要

◎特定非営利法人

イコロン村（花川南 8-2）

活動）①落花生の殻剥き(

利用者さんと)
各日 1 名

②たまご磨き( 利用者さんと)
各日、各時間 1 名
日程）土日祝日以外でご都合の良い日
①14:00～15:00
②10:00～12:00、13:00～15:00
★①当日はエプロンを持参してください。

※交通費なし

②汚れてもいい服装でお願いします。

日程）①・② 5/21(月) 13:30～15:00
③5/31(木)
13:30～活動終了まで（1 時間半程度）
活動場所）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
地域活動室 A
※①～③交通費なし
★①～③ 申込不要
★①～③お茶を飲み、楽しくおしゃべりしながらできる活動です。
愉快な仲間
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