障がい児・者施設等の活動

◎サポートセンターあらいぶ（花川南 1-6）

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

各日 1 名

日程）毎週土・日曜日 9:00～16:00

日程）月・木・金曜日 11:00～13:00
★毎週ではなくても都合に合わせてのご参加でも構
いません。

各日 1 名

みずほ教育福祉財団より、第 37 回「老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業」の案内が届いてい
ます。

活動）発達障がいのお子さんの

【応募内容】地域において、高齢者を主な対象として活動している比較的小規模なボランティアグループで次
の要件を満たすもの。
1.必要条件
①メンバー：10 人～50 人程度。
②グループ結成以来の活動実績：2 年以上(令和 2 年 3 月末時点)
③本助成を過去 3 年以内（平成 29 年度以降）に受けていないこと。
④グループ名義の金融機関口座を保有し、規約（会則）、活動報告書類および会計報告書類が整備されている
こと。
2.対象外となるグループ
①法人格を有する団体（特定非営利活動法人など）及びその内部機関。
②老人クラブおよびその内部機関。
③自治会・町内会およびその内部機関。
【助成金額】1 グループ 上限 10 万円
【助成対象となる活動内容】食事・清掃・友愛訪問等の生活を援助する活動や住宅補修・庭木の手入れ等。高
齢者が中心となって行う、こども食堂、学習支援、地域清掃等の地域共生社会の実現につながる活動などその
他詳細・申請を希望される団体はボランティアセンターまでお問い合わせください。

活動支援サポート 各所 1～2 名
日程）月～金曜日
土・祝日

活動場所）地域交流スペースえみなてらす

15:00～17:00
10:00～17:00

※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
きる方を希望します。

◎生活介護あいあい（花川南 1-1）

集合・活動場所）①あすなろ花川北(花川北 1-5)
②あすなろ花川南(花川南 5-5)
③あすなろグランデ(花川南 2-5)
※交通費なし
★お子さんが好きな方を募集します。

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
お手伝い
1名
日程）①月・火・木・金曜日

13:00～15:00 位

②土日祝日以外のご都合の良い日

☎７２－８３４１

◎児童発達支援放課後等デイサービス
あすなろ【各所】

日程）月～金曜日 9:00～17:00（可能な時間帯で可）
集合場所）地域活動支援センターえみな

発行：石狩市ボランティアセンター

ボランティア活動助成のご案内

★興味のある方は一度ご相談ください。

活動）外来者案内、接待、清掃等

№270 号

各曜日 1 名

※交通費なし

◎地域交流スペースえみなてらす
（花川南 8-3）

2020・4 月号

活動）清掃・食事配膳準備・食器洗い

※交通費なし

（午前のみ、午後のみも可）

ボランティア情報誌

◎児童発達支援放課後等デイサービス
10 カラーズ
活動）お子さんの活動支援サポート
日程）月～金曜日

【申込期限

5 月１５日(金)必着】

若干名

要相談

14:00～15:00 位
※①～②交通費なし
★①エプロン・上靴（スリッパ）をご持参ください。
★②上靴（スリッパ）をご持参ください。

※交通費なし
★製作物のお手伝いや子ども達と一緒に活動に参加
していただきます。
★お子さんが好きな方大歓迎です。

（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

市民のみなさまから寄贈いただきました使用済み切手及びテレホンカード、未使用テレホン
カードを令和 2 年 3 月 27 日に日本ユニセフ協会北海道支部へ送付いたしました。
みなさまのまごころありがとうございました。また、切手整理ボランティアにご参加くださ
いましたみなさま、ありがとうございました。

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

★使用済みテレホンカード 816 枚
★未使用テレホンカード
★使用済み切手

この情報誌は、石狩市と市社協の計画である石狩りんくるプランに基づき発行しております。

61 枚
12.8 ㎏

◎介護老人保健施設

◎グループホーム

そとこと
（札幌市北区屯田）

◎石狩希久の園デイサービス（八幡町高岡）

★お知らせ★
愉快な仲間４月号にて掲載しているボランテ
ィア募集記事ですが、先月号と同様で新型コロ
ナウイルス感染拡大防止のため、ボランティア
の受け入れを一時中止している施設がございま
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。

活動）特技披露
若干名
日程）①5/18(月)～23(土)のご都合が良い日
13:30～14:30
※交通費なし
★送迎要相談
★手品、踊りや歌、楽器演奏など特技を披露してい
たただける方、ご連絡お待ちしております。

★100 名位の入所者さんがいらっしゃいます。

◎介護老人保健施設

高齢者施設の活動

茨戸アカシアハイツ

活動）①居室掃除・シーツ交換
愛里苑
（当別町ビトエ）

活動）①レクの補助

数名

②特技披露
日程）①②月～金曜日 9:30～11:00 または
14:00～15:00
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。）
★①職員が歌や体操を行うので、利用者の補助をお
願いします。
★②踊り、歌、演奏などの特技を披露していただけ
る方を募集してます。

2名
②ドライヤー掛け
2名
③レクの補助、お話し相手 2 名
④オセロ・将棋・麻雀
各2名

日程）①～④要相談
※交通費あり（一律 500 円）

10:30～11:30 14:00～15:30

③散歩時の車椅子介助やレク介助
10:30～11:30
※交通費なし
★都合の良い日で結構です。利用者さんが近隣の方
との交流を楽しみにしています。気軽に遊びに来
てください♪

希望します。

★③活動場所は近隣への散歩となります。天候が悪
い場合はレク活動での介助となります。

◎80 代

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

★日程・時間につきましてはご相談させていただき

病院の活動

ます。

◎介護老人保健施設オアシス 21（花川南 7-5）
活動）①通所の利用者さんのお話し相手、

お茶出しと昼食の配膳 各日数名
②ドライヤーの介助
各日数名
日程）①② 月～土曜日の 9:00～12:30 の間で
要相談

◎石狩病院（花川北 3-3）
活動）外来活動支援

1名

日程）5 月より毎週月曜日（祝日除く）
9:00～11:00
集合場所）石狩病院 1 階地域医療連携室

5名

13:30～14:30

集合・活動場所）りんくる 2 階福祉団体活動室
※交通費なし
★新型コロナウイルス感染拡大の防止のため 4 月
の切手整理活動及び雑巾縫い活動は中止とさせて
いただきます。情報誌発送活動においては、感染
リスクに備えた対応として人数を制限させていた
だき、実施する予定ではございますが、今後の感
染の拡大状況により実施できない可能性もありま
すので、ご理解いただきますようお願い申し上げ
ます。
申込受付：4 月 3 日（金）9：00～

活動場所）石狩病院 1 階外来フロア
※交通費あり（規定による）

大判振る舞い
総数 103 本

をお願いします。
◎特別養護老人ホーム

七色の風

若干名

（札幌市北区屯田）

日程）毎月第 3 火曜日 13:30～15:30
※交通費なし

活動）①居室掃除

★入居者さんとセラピー犬のふれあいのサポート

日程）①②要相談
※交通費あり（規定による）

★犬好きの方、セラピー犬に興味のある方で車いす

活動） 情報誌発送活動

患者さんの介助

◎ケアハウスいしかり（花畔 360-26）

に入っていただきます。

◎ボランティアセンター
（花川北 6-1 りんくる内）

★新患、再来の方の受付ガイド、院内案内、車椅子

★①②上靴をお持ちください。

活動）
『ドッグの会』の準備や片付けの

その他

日程） 4/30（木）

ます。

※交通費なし

を押せる方、お待ちしております♪

②特技披露

歌や楽器演奏、踊り等を披露していただける方を

※交通費なし（りんくるまたは自宅周辺の会館へ送

お手伝い

活動）①利用者さんのお話し相手
10:30～11:30 14:00～15:30

在宅の活動

（北区東茨戸）

◎介護老人保健施設

活動）特技披露
日程）月～金曜日 14:00～15:00 または 15:00
～16:00 の間で 30 分程度
集合場所）そとこと
活動場所）そとこと 1 階～3 階の該当フロア
※交通費あり（一律 500 円）

ひなた（花川南 2-6）

②将棋の相手

1～2 名
1～2 名

石狩ハイスタンプ会からのお知らせ
期間中に応募券を切り取って、満貼台紙に貼って加盟店でご利用いただくと抽

期間：令和 2 年 4 月 1 日～

選で豪華景品が当たるかも！！
賞品

台湾 4 泊 5 日ペア

8 月 11 日まで

3本

抽選日：令和 2 年 8 月 18 日

石狩ハイスタンプ会商品券（30,000 円）

1本

★七色サポーターに登録いただき、年 1 回ボランテ

石狩ハイスタンプ会商品券（10,000 円）

2本

ィア同士の交流の機会を設けてます。

石狩ハイスタンプ会商品券（1,000 円）

97 本

石狩ハイスタンプ事務局
（

７２－４５７５）

