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この度、3月11日（水）にボランティアスクールを開催する予定でしたが、新型コロナウ
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イルス感染拡大予防のため 中止 とさせていただきます。

３月 16 日（月）より

すでに町内回覧などで回覧されている地域もあるかと思いますがご理解、ご協力を

ボランティア登録受付開始します！

お願い申し上げます。

報 告

☎７２－８３４１

災害ボランティア研修会

2 月 19 日（水）りんくるにて令和元年度災害ボランティア研修会を開催いたしました。今年度は
社会福祉法人安平町社会福祉協議会事務局長補佐の高橋光暢氏にお越しいただき、平成 30 年に起き
た北海道胆振東部地震が起きた直後の町の中の様子やボランティア活動の様子についてお話を聞か
せていただきました。
また、
「非常食試食会」を開催し、火を使わずに食材を温めることができる「モーリアンヒートパッ
ク」の紹介や、水をそそげばすぐに食べられるお餅、きんぴらごぼう等の試食をしていただきました。
参加者からは「きんぴらごぼうがとても美味しかった。」、
「食べたことがない非常食だったので、新た
な発見ができた。」など日ごろからの備えの参考になったようです。

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がとうございます。
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。2020 年度（補
償期間４月１日～3 月 31 日）の更新手続きの受付を 3 月 16 日（月）から開始いたします。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
月中のお手続きをお願いいたします。
① ボランティア活動保険（基本プラン）負担金
保険料及び補
★年間保険料 一般 200 円・学生 100 円（学生証の提示の場合）
償内容が変更
②ボランティア活動保険（天災・地震補償プラン）負担金保険は地震・噴火・津波に起因する
となります。
ボ★年間保険料 500 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。

★更新手続きに関するお願い★
※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 2019 年度と記入されており、3 月 31 日で補償が終了します。
更新の際には 2020 年度の登録証をお渡しいたします。

（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）
石狩市花川北 6 条 1 丁目 41 番地 1 りんくる内

http://www.ishikari-shakyo.org

☆★☆★☆★ボランティア要請したい施設及び団体様へ★☆★☆★☆

72-8341･FAX74-2008

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 254 番地 4 石狩市浜益保養センター内 79-3617･FAX79-5133

新年度を迎えるため、新たに要請手続きが必要となりますので 2020 年度と記載のあるニー
ズ受付票の記入、提出をお願いします。
また、活動が終わりましたら速やかに活動報告の提出をお願いします。ニーズ受付票や活動
報告書の提出がない場合、ボランティア活動保険の対象外となってしまいますのでご注意くだ

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。

さい。

お問合せ・ご連絡先

障がい児・者施設等での活動

◎石狩市こども発達支援センター
（りんくる 2 階）

◎生活介護あいあい（花川南 1-1）

活動）①「新一年生を祝う会」での遊びの

活動）①食器洗い、後片付け等

各日 1～2 名
②紙すきハガキ作り活動の
お手伝い
1名
③デイサービス終了後の掃除
1名

★お知らせ★
愉快な仲間 3 月号にて掲載しているボランテ
ィア募集記事ですが、北海道で感染拡大がみら
れる新型コロナウイルスに対して、感染拡大予
防のためボランティアの受け入れを中止する事
業所等が出てくる場合がございます。ボランティ
アの皆様には大変ご迷惑をお掛けいたします
が、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

高齢者施設の活動
◎介護老人保健施設

愛里苑
（当別町ビトエ）

活動）①レクの補助

◎石狩希久の園デイサービス（八幡町高岡）
活動）①特技披露

若干名
1名

②麻雀

日程）①3/16(月)～21(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。
★②利用者さんと一緒に麻雀を楽しんでくださる
方。

活動）①ドライヤーがけ、傾聴、お茶出し
日程）①②月～金曜日 9:30～11:00 または
※①②交通費なし（りんくるまたは自宅周辺の会館
へ送迎可能なこともあるので、送迎希望の方はお問
合わせください。
）

②食器洗い、片付け
日程）①毎日
②水曜日以外毎日
※①②交通費なし

1名
若干名

10:00～12:00
13:00～15:00

※交通費についてはお問い合わせください。

14:00～15:00 位
③月～金曜日

16:00～17:00

※①～③交通費なし

★②踊り、歌、演奏などの特技を披露していただけ

◎80 代

る方を募集してます。

◎リハビリ型デイサービス バンビ
（花川北 1-4）

1名
14:00～16:30

★男女問わず認知症の方の対応や傾聴ができる方。

（規定あり）
★①ゲームの準備やお手伝い、兄弟姉妹について一緒
に活動をお願いします♪

★①エプロン・上靴（スリッパ）を

★②母子分離になったときに、おもちゃ遊びで活動し

ご持参ください。

ます。兄弟姉妹と一緒に活動していただくこともあ

★②③上靴（スリッパ）をご持参

ります。

ください。

◎星置養護学校石狩紅葉山校舎（花川北 3-3）

3/5(木)

若干名

その他

10:00～11:30

集合場所）石狩紅葉山校舎

会議室

活動場所）石狩紅葉山校舎

体育館

◎ボランティアセンター
（花川北 6-1 りんくる内）
★3 月は全て申込制とさせていただきます。★

※交通費なし
★児童生徒と一緒に集会活動に参加しながら、活動
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。

在宅の活動

願いします。

日程）①3/26（木）
9:45～11:45
②4/6（月）
13:20～15:30
集合）①②りんくる 2 階
こども発達支援センター事務室
活動場所）①②りんくる 2 階 交流活動室

活動） ①ハイスタンプ添付活動

②切手整理活動
③雑巾縫い活動
④情報誌発送活動

5名
5名
5名
5名

病院の活動

★①職員が歌や体操を行うので、利用者の補助をお

活動）傾聴、お手伝い
日程）毎月第 3 水曜日
※交通費なし

②土日祝日以外のご都合の良い日

日程）

◎デイサービス我が家樽川の家(樽川 8-1)

14:00～15:00

13:00～15:00 位

活動）紅葉山集会

数名

②特技披露

日程）①月・火・木・金曜日

指導補助協力員
5名
②「はじまり会」での遊びの指導補
助協力員
5名

男性（花川南 9 条在住）

活動）傾聴ボランティア
2名
日程）火、木曜日どちらか（週 1 回）
13:00～17:00（30 分～60 分程度）
集合･活動場所）傾聴希望者宅
※交通費 要相談
★男性 1 名、女性 1 名の 2 名で活動していただき
ます。
★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お話し相手

2名
2名

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
活動場所）石狩ファミリアホスピタル認知症治療病棟
※①②交通費あり

日程）①
②③

3/13（金） 13:30～14:30
3/19（木） 13:30～活動終了まで
（1 時間半程度）
3/31（火） 13:30～15:00

④
活動場所）①③
②④

りんくる 2 階地域活動室Ａ
りんくる 2 階福祉団体活動室

※①～④ 交通費なし

★①～④

申込必要（3 月 3 日（火）
9：00 より受付）

★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。

