ボランティア情報誌

◎コミュニティ若葉（花川北 6-3）

2019・3 月号
№257 号

活動）①百人一首

数名
2名

②お買い物の付き添い

日程）①曜日は応相談（なるべく午前中 10:00～11:00 ころ）
②毎週木曜日 14:00～15:30
※交通費なし
★①利用者さんと一緒に百人一首を楽しんでくださる方。
★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 月 6 日（水）りんくるにて災害ボランティア研修会を開
催いたしました。今年度は「石狩思いやりの心届け隊」の熊谷隊長にお
。
越しいただき、東日本大震災をはじめ北海道胆振東部地震でのボランテ

発行：石狩市ボランティアセンター

☎72-8341

ィア活動についてお話を聞かせていただきました。後半は調理室にて災
害に備える非常食作りを行い、非常食について「暮らしかがやくフフジ
カン」の水口代表よりおかゆの作り方などを
教えていただきました。参加者からは「もっ

◎社会福祉法人パートナー
活動）①折り紙

コミュニティ青葉（樽川 6-2）

と思いやりの心届け隊の活動報告が聞きたかっ
た。」「ポリ袋で簡単に調理ができるので、町内

②書道
③編み物

1～2 名
1名
1名

※曜日や時間などは

④傾聴

1名

※交通費なし

ボランティアの皆さん、日頃より活動にご協力いただきあり

会でもやりたい。」など大好評でした。

がとうございます。

ご相談ください。

ボランティア活動中のあなたを守る保険の期限が 3 月 31 日
までと迫ってきました。2019 年度（補償期間４月１日～3 月
平成 24 年度 4 月よりスタートいたしました「ボランティアポイント

日程）①週 1 回で 1～2 時間程度
②水、木曜日以外の週 1 回 14:00～15:30
③毎週 1 回で 1～2 時間

制度」ですが、2019 年度も引き続き実施いたしますので、登録や更新
の際にご検討ください。
（加入手数料 100 円）
【登録】登録の際に、ボランティア登録証・ボランティアポイント手帳・

④毎週 1 回 1 時間程度
★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。
★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
いただける方。
★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。

50 枚貼付済みのハイスタンプ台紙をお渡しいたします。

『ふれあい喫茶・福祉の店

活動）活動のサポート全般

各日 2 名

★年間保険料 一般 350 円・学生 200 円（学生証の提示）
②ボランティア活動保険（天災プラン）負担金
この保険は地震・噴火・津波に起因するボランティア自身の
ケガを補償いたします。

（ボランティアポイントの付与は、基本的にセンターを通し、需給調整
した活動に限ります）
ポイントを上限とし、活動先でボランティアポイント手帳に押印しても
らいます。

※2 ㎞以上の方は交通費支弁あり（規定による）

きハイスタンプ 10 枚と交換いたします。また、30 ポイントごとに

★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

50 枚貼付済みのハイスタンプ台紙をお渡しいたします。
※年度の途中でポイント交換の内容が変更になる場合があります。

（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）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

★年間保険料 天災 A プラン 500 円・天災 B プラン 710 円
☆ボランティアポイント制度加入手数料☆
ボランティアポイント制度に加入する方は加入手数料をいた
だきます。
（他市町村ボランティア活動保険加入者、天災プラン
保険加入者可）
★加入手数料 100 円（学生は手数料免除）
※加入時に特典として 50 枚貼付済みのハイスタンプ台紙をお
渡しいたします。
例）Ｂプラン加入 350 円+ポイント制度加入 100 円→計 450 円

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

①12:30～14:00
②10:00～12:00

手続きをお願いいたします。

紹介された活動から、希望する活動をお申込みください。

【ポイント交換】センターで手帳を提示してください。１ポイントにつ

◎石狩市花川南老人デイサービスセンター(花川南 5-3)

適用となるため 4 月上旬に活動を予定している方は 3 月中のお

①ボランティア活動保険（B プラン）負担金

日程） 土･日･年末年始を除く 月～金曜日の 9:30～12:00

く活動です。

ます。ボランティア活動保険は手続きした日の翌日より保険が

【活動申込】情報誌「愉快な仲間」で募集している活動やセンターから

【活動】おおむね 30 分で 1 ポイント付与。長時間の活動でも 1 回 4

◎石狩市花川北老人デイサービスセンター(花川北 6-1)

31 日）の更新手続きの受付を 3 月 11 日（月）から開始いたし

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

※2 ㎞以上の方は交通費支弁あり（規定による）

79-5010･FAX79-5008

★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。
★②話し相手やドライヤーをかけていただく活動です。

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

★ボランティア登録証、エプロン、上靴をお持ちください。

に基づき発行しております。

※諸事情で登録更新されない方は、名札ケースの返却をお願い
します。
※現在お使いの登録証には平成 30 年度と記入されております
ので、3 月 31 日で補償が終了します。
更新の際には 2019 年度の登録証をお渡しいたします。

◎介護老人保健施設

★ボランティア受入れ施設等のご担当者様へ★
ボランティア情報誌 4 月号にボランティア募集記事を掲載し

茨戸アカシアハイツ（北区東茨戸 2-3）

活動）入所者さんとのお話し相手等

たい場合は 3 月 22 日（金）までに「ニーズ受付票」の提出を
お願いします。

若干名

日程）日程は応相談
集合・活動場所）茨戸アカシアハイツ
※交通費あり（一律 500 円）
★入所者さんのお話し相手やオセロの相手等をお願いします。

◎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

活動）傾聴ボランティア
2名
日程）月、火、金、日曜日の中で週 1～2 回、1～2 時間希望
集合･活動場所）憩いの園豊寿第 2（花川南 2-2）
※交通費なし
★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。

◎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
集合・活動場所）りんくる 1 階

活動）散歩、傾聴、レクレーション等のサポート全般

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。

女性

日程）第 1 火曜日・第 3 水曜日

◎介護老人保健施設

(樽川 3-3)

各日

★昼食あり。

◎80 代

◎樽川ふれあいくらぶ

天候により散歩可能な服装にてお願いいたします。

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
などをしていただく活動です♪

活動） ①切手整理活動

数名
②雑巾縫い活動
数名
③ハイスタンプ貼付活動他
5～6 名
（③のみ申込必要）
④情報誌発送活動
数名

日程）①・②・③ 3/14(木) 13:30～15:00
④ 3/29(金) 13:30～活動終了まで（1 時間半程度）
場所）①・②・③

りんくる 2 階
福祉団体活動室・地域活動室Ａ
④ りんくる 2 階 福祉団体活動室
※①～④ 交通費なし
★①～④ 申込不要
★①～④ お茶を飲み、楽しくおしゃべりしながらできる活動です。
★③ 3/4（月）10:00～電話にて申込受付（先着順）

若干名
若干名

②お話相手・日常生活のお手伝い
（食事の配膳等）
日程）①②ご相談ください

※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。

◎児童発達支援・デイサービス 10 カラーズ

(花川南 8-3)

★活動の内容・時間等についてはご相談ください。

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♪

◎石狩希久の園デイサービス（八幡町高岡）
活動）特技披露ボランティア

若干名

日程）3/21(木)・3/30(土)
13:30～14:30 までの間で 45 分間位

◎放課後クラブ

二コリ（花川南 3-2）

★手品、踊りや歌、楽器演奏など特技を披露していただける方、

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

活動）①買い物行事（外出）の付き添い

ていただく活動です。
◎生活介護あいあい（花川南
1-1）
活動）利用者さんのお話相手・活動のサポート

若干名
14:00～15:00

※交通費なし

★利用者さんのお絵かきやひらがななどの読み書きのときの補助を
していただく活動です。

ご連絡お待ちしております。

◎樽川デイサービスセンター四季彩館（樽川 3-3）

★興味のある方は一度ご相談ください。

日程）月～金曜日

※交通費なし

★1～3 月までは送迎対応を遠慮させていただきます。

※交通費あり（500 円）

◎ボランティアセンター（花川北 6-1 りんくる内）

活動）①趣味活動のお手伝い

★①書道・手芸等のお手伝い。

数名

12:45～14:30

セージュ新ことに(北区新琴似)

各日 2～3 名程度
②お話し相手や活動のサポート全般
各日 1～2 名
③特技披露
各日 1～10 名程度
日程）①4/15(月)・16(火)・17(水)・18(木)・19(金)・20(土)
13:15～15:15
②③月～土（日曜・祝祭日除く）
②9:30～11:30
③14:00～15:00 の間
集合場所）樽川デイサービスセンター四季彩館
活動場所）①手稲山口イオン

※交通費なし

★②③とも通年で来てくださる方歓迎。
★②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♪
愉快な仲間
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