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◎札幌北ケアセンターそよ風（北区屯田 9-2）
活動）外出行事（食事）の付き添い

2018・11 月号

2～3 名

日程）11/28（水） 11:00～13:00
集合場所）札幌北ケアセンターそよ風
発行：石狩市ボランティアセンター

活動場所）シャトレーゼ ガトーキングダムサッポロ

☎72-8341

※交通費要相談
★センターの車両で談笑をしながら現地へ向かいます。到着後は
一緒にバイキングを楽しみながら付き添いをお願いします。
★バイキングの料金は施設で負担いたします。
★詳細は、ボランティアセンターまでお問合せください。

現在、ボランティアポイント制度を利用している方には
ボランティアポイント手帳をお持ちになっての活動をお
願いしています。ボランティア手帳のスタンプ押印数に応
じて、ボランティアセンター事務局(りんくる 2Ｆ)でハイ
スタンプと交換しております。年度末に・・・と思ってい
る方もいらっしゃると思いますが、混雑が予想されますの
で、定期的に交換することをお勧めしています。押印され
ているのにまだハイスタンプに交換していない方は是非、
交換に来てください！！

◎介護老人保健施設オアシス 21（花川南 7-5)
活動）ドライヤー介助

各日 1～2 名

日程） 月～土曜日の 9:00～12:00（曜日、回数要相談）
集合・活動場所）介護老人保健施設オアシス 21
※交通費なし
★上靴をお持ちください。

◎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）活動のサポート全般

いざという時にそなえて
みんなで命と健康を守りましょう！
～赤十字救急法基礎講習のご案内～

各日 2 名

日程） 土･日･年末年始を除く 月～金曜日の 9:30～12:00
※2 ㎞以上の方は交通費支弁あり（規定による）
★利用者さんのお話し相手やお茶出し、ドライヤーをかけていただ
く活動です。

急病人に出くわした時、救急隊が到着するまでの間に、応急の
手当ができたら、どんなに心強いことでしょう。本講習では応急手当
に必要な知識と技術を身につけることをめざして開講します。ご興

◎石狩市花川南老人デイサービスセンター(花川南 5-3)
（申込先・問い合わせ）
活動）①喫茶

②ドライヤー介助
日程）土･日･年末年始を除く

各日２名
各日２名
月～金曜日

①12:30～14:00

・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

http://www.ishikari-shakyo.org vc@ishikari-shakyo.org
･厚田 厚田区厚田 45 番地 5 厚田保健センター内

②10:00～12:00
※2 ㎞以上の方は交通費支弁あり（規定による）

78-2521・FAX78-2161

・浜益 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

①利用者さんにコーヒー等の飲み物を提供していただきます。

79-5010・FAX79-5008

②話し相手やドライヤーをかけていただく活動です。
★ボランティア登録証、エプロン、上靴をお持ちください。
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。

味のある方、この機会に参加してみませんか。
日時： 11 月 20 日（火）13：00～17：15（4 時間）
場所： りんくる 2 階 交流活動室
対象者：15 歳以上の一般希望者
内容： ◆赤十字救急法について
◆一時救命処置について
（心肺蘇生､AED の使い方､気道異物除去のしかた等）
受講料：石狩市民の方は無料
受講定員： 10 名程度 ※受講決定者には後日、通知します。
申込締切： 11 月 12 日（月）までにご連絡ください
電話 72-8181
FAX 74-2008

◎社会福祉法人パートナー
活動）①折り紙

ボランティア活動の申込みにつきましては
11/2（金）9：00 より受付いたします。

②書道
③編み物
④傾聴
⑤散歩
⑥麻雀

コミュニティ青葉（樽川 6-2）

1～2 名
1名
1名
1名
1～2 名
1名

◎コミュニティ若葉（花川北 6-3）
活動）①お散歩の付き添い

※曜日や時間などは
ご相談ください。

2名
2名
若干名

②お買い物の付き添い
③朗読

※交通費なし

日程）①都合のいい日 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・金曜日の午前中以外で週 1 回程度。
※交通費なし

日程）①週 1 回で 1～2 時間程度

★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。

②水、木曜日以外の週 1 回 14:00～15:30

★③目の不自由な方に本や新聞等を読んでいただきます。

③毎週 1 回で 1～2 時間

◎ケアハウスいしかり（花畔 360-26）
活 動 ）『 ド ッ ク の 会 』 の 準 備 や 片 付 け の お 手 伝 い

5名

④毎週 1 回 1 時間程度
⑤10:00～11:00、14:00～15:00 の 30 分～1 時間程度
⑥毎週 1 回以上 14:00 からの 1～2 時間程度

◎石狩市民図書館（花川北 7-1)
活動）ブックスタートボランティア

日程）月 1 回（毎月第 3 火曜日）13:30～15:30
集合･活動場所）ケアハウスいしかり
※交通費なし

★①必要な物はそろってますので、季節物、簡単な物など作れる方。

日程）第 1 火曜日・第 3 水曜日

★入居者さんとセラピー犬のふれあいのサポートに入っていただ

★③必要な物はそろってますので、利用者さんと色々な物を作って

集合・活動場所）りんくる 1 階

★犬好きの方、セラピー犬に興味のある方で車いすを押せる方、お

12:45～14:30
検診室

※交通費なし

★10 カ月児健診・1 歳 6 カ月児健診会場内での絵本の読み聞かせ

いただける方。

きます。

数名

★詳細はボランティアセンターまでお問い合わせください。

などをしていただく活動です♪

待ちしております♪

◎ミナミナ会（花川北 3-1)
◎石狩市ことばを育てる親の会(花川北 4-3)

活動）石狩管内六地区交流会での乳幼児の託児

◎北海道星置養護学校星置校舎(星置 3-8)
活動）
「学習発表会総練習、および学習発表会」の

会場においての補助

10 名

日程）学習発表会総練習(小学部・訪問部)11/7(水)9:20～11:40
学習発表会総練習(中学部・紅葉山)11/8(木)9:45～11:15
学習発表会当日

11/10(土)9:10～12:30

日程）11/20（火） 9:45～12:00・12:40～14:10
集合場所）花川南コミュニティセンタ－
活動場所）2 階 和室
※交通費あり
★事前に託児に必要なおもちゃや道具などがありましたらお教えく
ださい。

※交通費なし

1名

日程）12/15（土） ※時間は今のところ未定
集合・活動場所）南コミュニティセンター

※交通費なし

★昼食がつきます。

◎医療法人喬成会

石狩ふれあい・ほっと館（花川南 7-4）

活動）買い物行事（外出）の付き添い

★詳細は、ボランティアセンターまでお問合せください。

集合）星置校舎多目的室
活動場所）体育館

各時間 2～3 名

活動）クリスマス会のサンタさん

各日 2 名

日程）11/7(水)・15(木) 13:30～15:30
集合・活動場所）ふれあい・ほっと館またはイオン石狩緑苑台店

★運動しやすい服装で上靴をご持参ください。詳細につきましては
ボランティアセンターまでお問合せください。

◎ボランティアセンター（花川北 6-1 りんくる内）

◎ファミリーホームいしかり（花川北 3-1）
活動）子供たち（小学生程度）との遊びと学習支援

各日 1～2 名
日程）日・祝日 10:00～15:00
※交通費あり
★昼食あり。
★詳細はボランティアセンターまでお問い合わせください。

★一人で歩くことに不安を持っている方やどこに買いたいものがあ

活動） ①切手整理

②雑巾縫い
③情報誌発送

※交通費なし（送迎応相談）

申込不要

るのかご自身で探すことが難しい方と一緒に楽しくお買い物の付
き添いをしていただける方お待ちしております。

日程）①・② 11/21(水) 10:00～11:30
③11/30(金)
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
福祉団体活動室
※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 2018・11 月号発行
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