
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ページ（表 紙） 
・「第３回 スピーチマラソン」 

開催のご報告 
２ページ 
・もっと❤知ってほしいなぁ 
 さっぽろ子育てサポートセンター 

３ページ 
・地域福祉活動に役立つ 

オススメ研修のご案内 
４ページ 
・ボランティア募集 
５ページ 
・ やさしさっぽろメンバーズ 

（賛助会員）募集中 
・「福祉用具展示ホール」 

イベントのお知らせ 
６ページ（裏表紙） 
・今月の収集ボランティア 
・各種お問い合せ先 

「第３回 スピーチマラソン」が開催されました！！ 

 今年で 3 回目の実施となる「スピーチマラソン」が、6 月 23

日(土)にかでる 2・7 の「大会議室」で開催されました。 

 今年度は、社会福祉総合センターが改修工事のため、会場が

変更となり、一体どれだけの方にお越しいただけるのか出演

者、スタッフともドキドキしておりましたが、当日はお天気に

も恵まれ、会場に用意した席が足りなくなるほど多くの方にご

来場いだだきました。 

今回は会場の変更もあり、事業所の出展もなかったのです

が、その分、10 名の出演者が自らの思いや、当事者だからこそ

伝えられる障がいについてや命の大切さについて自分たちの言

葉でリレー形式にてスピーチを繋いでいきました。 

 お日にちが合わず、当日来場できなかった皆様へは、共催団

体である「障がい当事者講師の会 すぷりんぐ」のフェイスブ

ックにて動画公開しております。また、ぜひ直接講師の話が聞

いてみたいという皆様は、ボランティア活動センターまでお問

合せください。 
  

    札幌市社会福祉協議会 ボランティア活動センター 

       ＴＥＬ：６２３－４０００  ＦＡＸ：６２３－０００４ 

     http://www.sapporo-shakyo.or.jp/hotnews/category/110.html 
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みんなで子育て応援しませんか！ 

さっぽろ子育てサポートセンターは、子育てを援助したい人（提供会員）と子育ての支援を 

受けたい人(依頼会員)が会員組織を作り、地域で子育て家庭を支援していく仕組みです。 

提供会員は、登録後 11時間の講習を受講すると、空き時間や希望する援助内容で活動が、 

可能となります。 

★子育て家庭をサポートしたい提供会員 

★子育てのサポートを受けたい依頼会員 

 

 

  

「お預かりしています。」   「用事が終わるまで一緒に遊びましょうね。」   「来週の月曜日保育園へお迎えに行きますね。」 

                                        

《サービスの主な内容》 

登録出来る方 

提供会員：健康で子育て事業に理解と熱意のある方 

札幌市在住で 20歳以上の方 

     登録後、所定の研修（11時間）を受講できる方 

依頼会員：子育ての支援を受けたい方 

0歳～小学校 6年生までの子育て家庭の方 

札幌市内に居住または勤務している方 

主なサービスの内容 

保育園や幼稚園等への送りや迎え 

冠婚葬祭・他の子の学校行事の時の預かり 

保護者の短期的・臨時的就労や求職活動中の預かり 

保護者の病気・外出・リフレッシュ時の預かり 

サービス提供時間 

午前６時～午後１０時 

（自分の都合の良い時間での活動や利用となります。） 

料 金 

月曜日～金曜日（平日）午前 7時～午後 7時 30分／350円 

上記以外の曜日や時間            30分／400円 

※ 活動の謝礼として、依頼会員が提供会員に直接支払います。 

  年会費、手数料は必要ありません。 

同時会員募集中！ 

子育て支援の輪に 

参加しませんか♪ 

  

  

説明会で詳しい内容を確認の上、 

会員登録をお願いします 

《会員登録説明会のご案内》 

 

日 時：10月 25日（木） 

10時～11時 30分 

会 場：札幌市社会福祉総合センター 

4階 研修室 A 

申込み：10月 11日（木） 

午前 8時 45分～ 

電 話：623－2415 

事前に事務局まで、お申し込み下さい。 

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰのﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀ- 

「さぽちゃん」 

説明会で 

お待ちして 

  います。 



 

 

 

 

 ボランティア活動センターでは、みなさまの地域福祉活動に 

お役立ていただけますよう、下記の研修を開催予定です。 

 受講料は無料 となっておりますので、普段、ご一緒に活動 

されていらっしゃるお仲間をお誘い合わせの上、ぜひご参加ください (^O^)／ 

 

 

※会場は、すべてボランティア活動センターの研修室です。 

※受付は先着順で、満員になり次第締め切りますので、お申し込みはお早めに。 

※お申し込みは、ボランティア活動センター（☎６２３－４０００）までお願いいたします。 

 

地区福まち活動者研修 

（活動記録整備編） 

地域と事業所とのネットワークづくり研修

（サロンから始める事業所との連携編） 

日時 ／ ９月４日（火）13:30-15:30 

内容 ／「地区福まちの活動記録を整備すること

の重要性と、その効果について理解し

よう！」  

講師 ／ 札幌市社会福祉協議会  

地域福祉課 職員 

    八軒中央地区福祉のまち推進センター 

         事務局長 野島 紀子 氏 

定員 ／ ３０名（7/4 より受付）  

日時 ／ ９月１９日（水）  13:30-15:30 

内容 ／「サロンから始める事業所との連携」 

講師 ／ 北区麻生地区 和光町内会 

          会長 小笠原 友之 氏 

   サービス付き高齢者向け住宅「ｱﾘｼｱ 34」 

          施設長 好川 貴之 氏 

    札幌市北区社会福祉協議会 職員 

定員 ／ ３０名（7/19 より受付） 

地域と事業所とのネットワークづくり研修

（顔の見えるゆるやかなネットワークづくり編） 

地域の事例から学ぶ研修 

（小地域活動編） 

日時 ／ １０月２４日（水）13:30-15:30 

内容 ／「顔の見えるゆるやかな 

ネットワークづくり」 

講師 ／ 豊平区東月寒地区町内会連合会 

会長 有田 京史 氏 

    豊平区東月寒地区社会福祉協議会 

会長 飯島 弘光 氏 

札幌市豊平区社会福祉協議会 職員 

定員 ／ ３０名（8/24 より受付） 

日時 ／ １１月１日（木）13:30-15:30 

内容 ／「小地域における見守り活動」の 

事例から学ぶ 

講師 ／ 札幌市清田区社会福祉協議会 職員 

    清田区清田地区新平岡町内会 

         総務部長 芳賀 正俊 氏 

定員 ／ ３０名（8/31 より受付） 

地域福祉活動に役立つオススメ研修のご案内 





 

 

 

 

 

 

 

 

 あなたのやさしさが、さっぽろのチカラに。 

 みなさまからお預かりした「やさしさ」を活かして、「さっぽろ」市内で様々な地域福祉活動を

行っています。 

 また、継続的に地域貢献・社会貢献を行うことにもつながりますので、ぜひ「やさしさっぽろメ

ンバーズ」の一員になりませんか？ 

             

 

 

 
 

 
 
 

 

 

３Ｄ計測器で足のサイズを採寸し、一人ひとりに合った靴選びをアドバイスします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

協力 ＤＣＭホーマック株式会社 

とき 平成３０年９月８日（土） 

１０：００～１１：３０ 

ところ 札幌市社会福祉総合センター4階 

福祉用具展示ホール 

（中央区大通西 19丁目１－１） 

※地下鉄東西線「西 18丁目駅」 

総合センター工事の為、この期間は正面（西側）

玄関を封鎖しております。大変申し訳ありません

が東側玄関をご利用ください。 

参加費 無料 

申込み 

問い合わせ 

札幌市社会福祉協議会 総務課 

TEL ６１４－３３４５ 

FAX ６１４－１１０９ 

お問い合わせ先 

札幌市社会福祉協議会 総務課 総務企画係 

     ☎６１４－３３４５ 

年会費    個人：一口   １，０００円              

企業・団体：一口   １０，０００円 

※何口でもご加入いただけます 

社会福祉総合センター福祉用具展示ホール第２土曜日イベント 

https://4.bp.blogspot.com/-zZnMSxAMylE/VahRp-kJYII/AAAAAAAAvuo/HE4xAs4nJRw/s800/medical_rihabiri_shoes.png


 

 
今月７月３日に、日本郵政グループ労働組合札幌市西 

部エリア支部書記長の石田様（写真右）より、使用済み 

切手5.75㎏とペットボトルキャップ14.5㎏のご寄贈を 

頂きました。今年の２月からの活動で、今回頂いた量を 

収集されたとのことです。組合の皆様のご協力にも感謝 

いたしております。 

 
 

各種お問い合わせ・お申し込み先 

札幌市中央区大通西１９丁目 札幌市社会福祉総合センター４階 

     ●交通機関の場合 … 地下鉄東西線「西１８丁目」駅下車 １番出入口から徒歩３分 

     ●自家用車の場合 … センターの保全工事に伴い、駐車場が全面的に利用できなくなっているため、 

公共の交通機関でお越しください。 

  ０１１－６２３－４０００ 

  ０１１－６２３－０００４ 

vc@sapporo-shakyo.or.jp 

  http://www.sapporo-shakyo.or.jp/hotnews/category/110.html 

 札幌市社会福祉協議会 ボランティア活動センター  

※ この「札ボラニュース」はE-mailでも配信できます。ご希望の方は、上記E-mailアドレスまでご一報ください。 

リングプル キャップ 切手 えんぴつ  

4,065㎏ 4,339,852個 1,901㎏ 4,800本 6月末 

お寄せいただいた協力団体名について 

（6/1～6/30） （敬称略） 
【団体】 

北二十九条西郵便局、札幌科学技術専門学校、日

本車椅子レクダンス協会札幌支部、円山長生会、北

海道理容組合、豊平郵便局、札幌市立旭丘高校生

徒会、新琴似十一条郵便局、南成園他 

上記以外の方々からも、ご寄贈いただいております。 

ボランティア活動センターでは、ご家庭等で廃棄さ

れるリングプルやペットボトルのキャップ、古切手な

どを市民の皆様に寄贈いただき、関係団体を通じて福

祉活動に役立てる活動を実施しています。ボランティ

ア活動センター及び各区社会福祉協議会で集めており

ますので、直接窓口へお持ちください。 

ご協力をよろしくお願いします。 
 

記 録

平成 




