ボランティア情報誌

2019・6 月号
№260 号

◎樽川デイサービスセンター四季彩館
（樽川 3-3）

◎星置養護学校石狩紅葉山校舎（花川北 3-3）
活動）小学部遠足の生徒の移動や活動の

活動）①買い物行事（外出）の付き添い

各日数名
②お話し相手や活動の
サポート全般
各日数名
③特技披露
各日 1～10 名程度

補助、公園での見守り
日程）6/26（水）

4 名程度

9:30～14:00

発行：石狩市ボランティアセンター

☎７２－８３４１

集合場所）石狩紅葉山校舎玄関
活動場所）若葉公園

※目的地まで歩いて行きます。

※交通費なし
★動きやすい服装と履きなれた靴でお越しくださ
い。

日程）①6/17(月)・18(火)・19(水)・20(木)・
21(金)・22(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♪

★お弁当をお持ちください。

◎星置養護学校ほしみ高等学園（手稲山口 740-1）
活動）陸上競技会での競技等の補助
日程）7/5（金）

3名

9:15～11:30

集合場所）ほしみ高等学園会議室
活動場所）ほしみ高等学園グラウンド
★動きやすい服装と履きなれた靴でお越しくださ
い。

◎石狩市防災まちづくり協会

◎リフレッシュホーム和みの家
（花川南 10-1）

活動）石狩防災フェスタ

活動）入所者さんのお話し相手や活動の

2019 での
食事の配膳や後片付け
10 名

日程）7/28（日）10:00～14:00
集合･活動場所）りんくる（花川北 6-1）
※交通費あり（一律 500 円）
★エプロンと三角巾をお持ちください。
★昼食あり。

サポート全般

1～2 名

日程）週 1～2 回程度 10:00～15:00 の間
集合・活動場所）和みの家
※交通費なし
★詳細につきましてはボランティアセンターまで
お問い合わせください。

（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

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 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

79-5010･FAX79-5008

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。

今年も「やさしさの風になろうよ」をテーマに、ふれあい広場いし
かりを 10：00 より開催いたします。障がい者も健常者も共に手をた
ずさえ、共に語り合う市民のためのお祭りです。屋外会場では、子ど
も縁日や共募グッズ販売、毎年恒例のビールパーティーも開催されま
す。屋内会場では、ふれあい体験や作品展示など盛りだくさんです！！
毎年、ボランティアの皆様にもご協力を頂き、市民の方々に大変喜ば
れているお祭りです。
7 月 13 日はみなさんお誘いあわせのうえ、ぜひ“りんくる”へお越
しください！！

お問合せ・ご連絡先

◎石狩希久の園デイサービス（八幡町高岡）
活動）①特技披露ボランティア

②麻雀

若干名
1名

日程）①6/10(月)～15 日(土)のご都合がいい日
13:30～14:30
②毎週月曜日

◎生活介護

あいあい

（花川南 1-1）

活動）①円山動物園への外出の付き添い

2名
②食器洗い、後片付け等
各日 1 名
③紙すきハガキ作り活動の
お手伝い
1名
④デイサービス終了後の掃除
1名
⑤送迎車（ハイエース）の洗車
1名
日程）①6/22（土） 8:30～17:30
②毎週水曜日

13:00～15:00 位

③土日祝日以外のご都合のいい日
14:00～15:00 位
④月～金曜日

14:00～15:00

※交通費なし
★①送迎を希望される方につきましては、事前にご相
談ください。
★①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、ご連絡お待ちしております。
★②利用者さんと一緒に麻雀を楽しんでくださる方。
外出行事があるため、事前にご連絡ください。

◎医療法人喬成会

花川病院（花川南 7-5）

活動）①植樹帯の除草作業

4～5 名
②夏祭りにおける出店、催物の補助
3～4 名
③夏祭りにおける職員の浴衣の
着付け
10 名

日程）①5 月～10 月の期間で月 1 回 1 時間程度
（時間帯につきましてはご相談ください）
②7/31（水） 14:00～16:30
③7/31（水） 12:00～14:30

⑤土日祝日以外のご都合いい日

集合場所）①②③花川病院 1 階受付

（週 1 程度、月 3 回）13:00～14:00 位

活動場所）①花川病院駐車場横植樹帯

集合場所）①②③④⑤生活介護あいあい

②花川病院駐車場

活動場所）①円山動物園

③花川病院 5 階会議室

②生活介護あいあい 1、2 階のキッチン

※交通費なし

③④生活介護あいあい

★①病院の植樹帯の除草をお願いします。

※交通費なし
★①施設より送迎車等に乗って一緒に現地へ向か

屋外での作業となりますので、帽子やタオル、飲
★②夏祭り（屋外）においての模擬店で、金券と商品
の交換販売、補助をお願いします。

昼食あり。

屋外での活動となりますので、帽子やタオル、飲

さい。
★⑤3 台のハイエースの洗車をお願いします。週に

補助協力員

み物を持参してください。
★③夏祭り当日に職員の浴衣の着付けをしてくださ
る方を募集しています。

1 回 1 台ずつ、天気のいい日にご都合がついた

帯結びまでできる方を希望します。また、男性の

ら来ていただきたいです。

着付けができる方がいらっしゃいましたら別途
お知らせください。

3 名（雨天中止）

日程）7/2（火） 9:00～15:00
集合場所）りんくる 1 階 ロビー
活動場所）円山動物園
※交通費についてはお問い合わせください。
★履きなれた靴、活動しやすい服装で、お弁当と
飲み物（水かお茶）をご持参いただき、両手が
空くようにリュックサックに持ち物を入れてくだ
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 りんくる内
活動）①活動のサポート全般

各日 2 名
②買い物行事(外出)の付き添い
各日 5～6 名（女性希望）

日程）①土･日･年末年始を除く月～金曜日
9:30～12:00
②6/17(月)・18(火)・19(水)・20(木)・
21(金) 12:45～15:10
集合）②りんくる 1 階 ロビー
（集合 12：45 時間厳守）
活動場所）②イトーヨーカドー屯田店

◎石狩市花川南老人デイサービスセンター
（花川南 5-3）
活動）①喫茶

各日２名
②ドライヤー介助
各日２名
③買い物行事(外出)の付き添い
各日数名（女性希望）

※2 ㎞以上の方は交通費支弁あり（規定による）
★①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。
★②車いすを操作できる方。

日程）①②土･日･年末年始を除く月～金曜日
②10:00～12:00

◎ボランティアセンター
（花川北 6-1 りんくる内）

③ 6/13(木)・14(金)・17(月)

活動） ①切手整理活動

①12:30～14:00

12:45～15:15
集合場所）③花川南老人デイサービスセンター

み物をご持参ください。

います。
★②③④エプロン・上靴（スリッパ）をご持参くだ

活動）
「親子バス遠足」での遊びの指導

（11:50 までに集合）

16:00～17:00

⑤生活介護あいあい駐車場

◎石狩市子ども発達支援センター
（花川北 6-1 りんくる内）

（集合 12：45 時間厳守）
活動場所）③西友手稲店（変更になりました）
※2 ㎞以上の方は交通費支弁あり（規定による）
★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。
★ボランティア登録証、エプロン、上靴をお持くだ
さい。

②雑巾縫い活動
③情報誌発送活動

数名
数名
数名

日程）①・② 6/18（火） 13:30～15:00
③ 6/28（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。

