◎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）活動のサポート全般
各日
日程）土･日･年末年始を除く月～金曜日
9:30～12:00

◎通所介護

デイドリーム（花川南 2-3）

ボランティア情報誌

№268 号

活動）①食器洗いなどの片付け

各日 1 名
②デイサービス終了後の掃除
若干名

2名

※2 ㎞以上の方で車、バスの方は交通費支弁あり。

日程）①火、金、土曜日 13:00～15:00

（規定による）

②月～土曜日

★利用者さんのお話し相手やお茶出し、ドライヤーを

17:00～17:30

※①②交通費なし

かけていただく活動です。

発行：石狩市ボランティアセンター

★②デイサービス終了後、廊下やデイルームの掃除

◎石狩市花川南老人デイサービスセンター（花川南５-３）

◎バンビ（花川北 1-4）

活動）①喫茶

活動）傾聴、お手伝い
1名
日程）毎月第 3 水曜日 14:00～16:30
※交通費なし

各日２名
各日２名

日程）①②土･日･年末年始を除く月～金曜日
①12:30～14:00

②10:00～12:00

★男女問わず色々な方とお話できる方を

※2 ㎞以上の方で車、バスの方は交通費支弁あり。（規定に

☎７２－８３４１

参加者募集

会

研

害

機がけや床拭きをしていただける方。

②ドライヤー介助

2020・2 月号

今年度は、発災直後から安平町災害ボランティアセンターの運営に携わり、現在も同センターで被
災者に寄り添い活動をされている、安平町社会福祉協議会事務局長補佐の高橋光暢氏に、発災から現
在までの支援状況等をお話しいただき、被災者支援への理解を深めます。また、家庭に備蓄している
非常食について、備蓄はしているが実際に口にする機会が少ないことや、現在市販されている非常食

希望します。

には様々な種類があることから「非常食試食会」を開催し、参加者に非常食の備蓄等に役立ててもら

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

います。

す。

開催日時：令和 2 年 2 月 19 日（水曜日）

★②話し相手やドライヤーをかけていただく活動です。

13：30～15：00

★①②ボランティア登録証、エプロン、上靴をお持ちくださ
★石狩ハイスタンプ会よりお知らせ★

開催場所：「りんくる」3 階

い。

◎運転免許自主返納者に対して石狩ハイスタンプ会シールを５００枚差し上げます。
開 始 日：令和 2 年 2 月 1 日～
対
象：返納時において、満 65 歳以上で石狩市在中の方（一人 1 回限り）
※「運転経歴証明書」又は、「運転免許取消通知書」をご持参ください。
申請窓口：石狩ハイスタンプ会事務所（花川南 2 条 2 丁目 241）
ＴＥＬ：ＦＡＸ 72-4575
営業時間：月～金（午前 9：30～午後 12：30）
◎２月から、ハイスタンプシールと台紙が新しくなりました。シールは緑色、台紙はピンク色に変更となってお
ります。これまでの黄色シールと緑色の台紙は使用できませんのでご注意ください。また、新旧混在して貼付
することもできません。

① 講演
視聴覚室

員：20 名程度（申込多数の時は抽選）

申込締切：令和 2 年 2 月 12 日（水）

光暢

氏

② 非常食試食会

石狩湾新港発電所特別支部
青

右記のグループが 1 月 31 日より、新しく仲
間入りしました。
総勢 39 名のご登録をいただきましたので、

年

部

ご老人世帯･施設、幼稚園･小学校等
の除雪やイベント会場の設営等ご協
力出来ることがあればお手伝いをし
たいと考えています。
石狩市ボランティアセンターまで
お問い合わせいただけましたら可能
な範囲で活動させていただきます。

● 実施可能日：土日祝日の日中時間帯

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

社会福祉法人安平町社会福祉協議会
事務局長補佐 高橋

ボランティア活動を開始しました!!

ーまでお問い合わせください。

72-8341･FAX74-2008

講師

新規団体紹介

したい方がおりましたら、ボランティアセンタ

・石狩市ボランティアセンター（石狩市社会福祉協議会内）

「平成 30 年北海道胆振東部地震を経験して」
（仮）

参 加 費：無料

右記の内容をご確認いただき、ご協力をお願い

（申込先・問い合わせ）
石狩市花川北 6 条 1 丁目 41 番地 1 りんくる内

定

開催内容

ご連絡おまちし

79-5010･FAX79-5008

ております！！

● 場

所：石狩市内（厚田区・浜益区可）

● 申込先・お問い合わせ先
石狩市ﾎﾞ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 番地りんくる内

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。

（TEL 72-8341 / FAX 74-2008）

◎介護老人保健施設

茨戸アカシアハイツ
（北区東茨戸 2-3）

◎石狩希久の園デイサービス（八幡町高岡）

◎星置養護学校石狩紅葉山校舎（花川北 3-3）

活動）①特技披露ボランティア

活動）①紅葉山集会

若干名
1名

活動）①入所者さん居室のシーツ交換

②麻雀

2名
②ドライヤー介助、お話し相手
各日 2 名
③レクの補助
各日 2 名
日程）①日程は応相談
②月～土曜日

10:00～12:00

③月～土曜日

13:00～15:00

※①～③交通費あり
★①～③日程につきましてはご相談させていただ
きます。

◎樽川デイサービスセンター四季彩館
（樽川 3-3）
活動）買い物行事（外出）の付き添い

各日 2～3 名
日程）2/17(月)・18(火)・19(水)・20(木)・21(金)
・22(土)
13:15～15:15
集合場所）樽川デイサービスセンター四季彩館
活動場所）手稲山口イオン
※交通費なし

◎デイサービス我が家樽川の家(樽川 8-1)
活動）①ドライヤーがけ、傾聴、

お茶出し
②食器洗い、片付け

1名
若干名

日程）①毎日
10:00～12:00
②水曜以外毎日 13:00～15:00
※①②交通費なし

◎石狩ファミリアホスピタル（花川南 7-5）
活動）①ドライヤーがけ

2名
2名

②お話し相手

日程）①毎週月、木曜日
9:00～10:00
②日程は応相談
集合場所）石狩ファミリアホスピタル 2F 待合室

日程）①2/10(月)～15 日(土)のご都合がいい日
13:30～14:30
②毎週月曜日 14:00～15:00
※①②交通費なし
★①②11 月～3 月までは送迎対応を遠慮させてい
ただきます。
★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。

◎地域交流スペースえみなてらす
（花川南 8-3）
活動）外来者案内、接待、清掃等

各日 1 名

※①②交通費あり

◎90 代

日程）毎日 9:00～17:00（可能な時間帯で可）

セージュ新ことに
（北区新琴似）

活動）①身の回りのお手伝い

※交通費なし
★来館者の案内や、ちょっとした接客などお願いで

若干名
②趣味活動のお手伝い 若干名

日程）①曜日、時間などはご相談ください。

きる方を希望します。

②13:30～14:30
※交通機関（バス）を利用される方、交通費一部負担

◎地域活動支援センターえみな（花川南 8-3）
活動）活動補助（調理）
、清掃

各日 1 名

日程）毎週土・日曜日 9:00～16:00
（午前のみ、午後のみも可）
※交通費なし
★興味のある方は一度ご相談ください。

あり（要相談）
★①昼食後の喫茶コーナーのお手伝いや車イスの清
掃等をお願いします。
★②陶芸・書道・手芸・籐工芸のお手伝いをお願いし
ます。
★施設見学は随時、受付けいたします。

②【小学部 1～3 年生】10:00～11:30
2/4(火)・18(火)・25(火)
【小学部 4～6 年生】10:00～11:30
2/7(金)・14(金)・21(金)
【中学部 1～3 年生】10:15～11:30
2/5(水)・12(水)・19(水)
集合場所）石狩紅葉山校舎

会議室

活動場所）①石狩紅葉山校舎

体育館

※交通費なし

男性

★①児童生徒と一緒に集会活動に参加しながら、活動
活動）傾聴ボランティア
1～2 名
日程）月、木曜日以外で応相談（1 時間くらい）
集合･活動場所）サービス付き高齢者住宅
アルファパレス（花川東 2-3）
※交通費なし

の補助をしていただきます。運動しやすい服装で、
上靴をお持ちください。
★①詳細につきましては当日の朝にご説明いたしま
す。
★②児童生徒の学習指導の補助、安全確保をしていた

★女性希望。
★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。

だきます。外での活動ですので、防寒できる服装を
お願いします。帽子、手袋、タオル、長靴をご持参
ください。
★②天候によっては中止になる場合があります。中止

◎リフレッシュホーム和みの家
（花川南 10-1）
活動）入所者さんのお話し相手や

◎介護老人保健施設

日程）①3/5(木) 10:00～11:30

②石狩紅葉山校舎グラウンド

活動場所）石狩ファミリアホスピタル
認知症治療病棟

②雪中学習

★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。

若干名
若干名

活動のサポート全般

1～2 名

日程）週 1～2 回程度
10:00～15:00 の間でご都合の良い時間
※交通費なし

お問合せ・ご連絡先

の場合は当日の朝 8:20 までにご連絡します。

◎ボランティアセンター
（花川北 6-1 りんくる内）
活動） ①切手整理活動

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 2/13（木） 13:30～15:00
③ 2/28（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。

