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「生涯現役セミナー」が開催されました！！ 

 去る、１０月３０日に「生涯現役セミナー」を教育文化会館

にて開催いたしました。 

 前半は、南区にて“障がいの有無に関わらず、赤ちゃんからお

年寄りまで”誰もが気軽に集える場所として６０代になってから

自宅を開放した、むくどりホーム・ふれあいの会 会長  

柴川 明子 氏を講師に迎えて、ホームの開設までと柴川氏が

歩んでこられた道のりを紹介いただきました。 

後半は、北海道医療大学 准教授 長谷川 聡 氏を迎えて

柴川氏と「生涯現役でいられるコツ」について、対談形式で話

しを伺いました。参加者を交えての対談に、長谷川氏より「お

近くの方はまず、むくどりホームに行き、帰りに飲んで帰る。

それも素敵な一歩。」という話しに参加者から笑みがこぼれる

和やかな雰囲気で開催されました。 

１月からはシニア世代を対象とした地域活動編講座を開催い

たします。「何か始めてみたいが・・・」と悩んでいる方は地

域活動編講座の参加から始めてみませんか？ 
 

    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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【下欄に記入し、６２３－０００４ へＦＡＸしてください。】 

受講申込研修名  

氏 名  住 所  

電 話  ＦＡＸ  年齢 歳 

社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会 ボランティア活動センター ℡：623-4000 

手話研修≪体験≫
【日 時】12月11日(火) 13:30-15:30

【テーマ】聴覚障がいの基礎知識と、

ボランティア活動に役立つ手話を学びま
す

【講 師】公益社団法人

札幌聴覚障害者協会 手話講師の方

【定 員】先着30名【受講料】500円

介護保険を制度を学ぶ講座

【日 時】12月20日（木）10:00－12:00

【テーマ】介護を社会全体で支え、みん
なの願いである「ぬくもりのある社会」
を実らせていくための「介護保険制度」
について、その仕組みとサービス利用を
学びます

【講 師】札幌市社会福祉協議会 職員

【定 員】先着30名【受講料】500円

傾聴ボランティア研修≪上級≫

【日 時】1月7日(月)、21日（月）、

28日（月） いずれも13:30-15:30

【テーマ】ひとの話を聴く際の技法や、話し
相手ボランティア活動の意義を学びます

【講 師】北海道総合福祉研究センター

理事長 五十嵐 教行 氏

事務局長 池田 ひろみ 氏

【定 員】先着３０名 【受講料】900円

絵本の読み聞かせボランティア研修
≪上級≫

【日 時】1月11日(金)、18日（金）、

25日（金）、2月1日（金）

いずれも13:30-15:30

【テーマ】絵本の読み聞かせの魅力や、その
効果的な技法について、演習を交えながら学
びます

【講 師】音読集団「郷音の会」主宰

フリーアナウンサー 田嶋 扶二子 氏

【定 員】定員３０名 【受講料】1,100円

手話研修≪初心者向け≫

【日 時】1月15日（火）、22日（火）、
29日（火）、2月5日（火）、12日（火）、
19日（火）、26日（火）

いずれも13:30-15:30

【テーマ】聴覚障がいの基礎知識と、ボ
ランティア活動に役立つ手話を7日間の集
中講義で学びます

【講 師】公益社団法人

札幌聴覚障害者協会 手話講師の方

【定 員】先着30名

【受講料】1,628円+テキスト代972円

「個人情報保護法」

を理解するための研修

【日 時】1月19日(土) 10:00-12:00

【テーマ】個人情報保護法について、弁
護士から誤解のない法の認識や、個人情
報の適切な取扱いなどについて学びます

【講 師】札幌・石川法律事務所

弁護士 石川 和弘 氏

【定 員】先着30名

【受講料】無料

１２月からのオススメ研修

のご案内 



 

【障がい者のスポーツ体験事業】 

ボランティアさん募集中 
【障がい者のスポーツ体験事業】って？ 

 札幌市社会福祉協議会では、普段、なかなか外出する機会の少ない知

的に障がいをおもちの方々に、スポーツをとおして札幌の自然に触れていただ

き、日々の生活を豊かにしていただきたいという願いを込めて、札幌市知的障

がい福祉協会・㈱太陽グループとの三者共催により、【障がい者のスポーツ

体験事業】を実施しています。 

 ㈱太陽グループが運営する「さっぽろばんけいスキー場」で、この事業を利用

される障がいをお持ちの方々と一緒に、１月下旬からソリ・チューブすべりを楽

しみながら「付添い・見守り」してくださるボランティアさんを募集しています♪ 

  

 

  

 

【お問い合わせ・お申し込み】 

社会福祉法人 

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 

メール：vc@sapporo- 

shakyo.or.jp 

さっぽろばんけい 

スキー場 

札幌市中央区盤渓４１０ 

ＴＥＬ：６４１－５１００ 

【路線バスのご案内】 

・地下鉄東西線「円山公園」駅から 

約 15分／片道 210円 

・地下鉄東西線「発寒南」駅から 

約 20分／片道 210円 

・地下鉄南北線「真駒内」駅から 

約 25分／片道 370円 

※ 詳しくは、下記 URL 参照 

http://www.bankei.co.jp 

/summer/bus/ 

※ 無料駐車場もご利用可能 

 

♪昼食ご提供いたします。 

♪交通費おひとり一律 500円

お渡しいたします。 

♪イベント保険に加入します。 



 

 

ボランティア活動センターに登録されている約６００団体のうち、今回は２

つの団体をご紹介いたします。どちらの団体も一緒に活動する方を募集して

います。まずはお問い合わせされてみてはいかがでしょうか？ 

 
●笑福おどり同好会 
●問合先：代表 井下 房江さん 

●連絡先：011-623-4000（ボランティア活動センター）  

●Ｐ Ｒ： ボランティア活動は、福祉施設への訪問が中心です。 

月に３、４回の練習に励んでいます。訪問の際は「一体感や楽し

さ」を尊重し、その場にいるみんなが笑顔になるように心がけて

います。 ひょっとこ踊りを中心にしていますが、民謡踊りやリズ

ム体操など 15 種類ほどのレパートリーがあります。ぜひ、みんな

で一緒に笑顔で踊りましょう！  

        

 

 

 

 

 
●森の時間（ふるさとを歌う会 in 札幌 森の時間） 
●問合先：代表 横山 芳江さん 

●連絡先：090-6877-7020（代表・横山さん携帯） 

●Ｐ Ｒ：９年前の東日本大震災の際に、心を合わせて「ふるさと」を歌う団

体として発足し、そこからミュージックベルを楽しむチームへと

充実発展しました。「楽しく音をつないでいく喜びをみんなと感じ

たい」と、特に活動が盛んになる 12 月に向けて 24 曲のレパート

リーに磨きをかけています！ 

     「みそ汁と同じで、段取りが大事。音符が読めなくても、失敗して

も大丈夫。一緒に音を楽しみましょう！」 

 

 

 

 

 

どちらの団体も 12月 7日にチカホで開催される「クリスマスちょこっと市」 

のステージ発表に出演予定です。よろしければご覧になってください☆彡 

ボラセンでは、活動をされるボランティア団体の皆さんを応援しています！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 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？ 

             

 

 

 
 

 
 

 

かんたんに持ち運べる「ライトスタンド」を作ります。 

枕元、段差のあるところなど、ご自宅の暗くてちょっと 

心配な場所へライトを置く際に便利です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力  矢崎化工株式会社 

とき 平成３１年１月１２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

封鎖している場合があります。その場合は、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://2.bp.blogspot.com/-qLPhrxGzm9o/VHPf9olPABI/AAAAAAAApNI/7M4CebTd6Bs/s800/dougu_secchakuzai.png
https://3.bp.blogspot.com/-73PkzQHqRFQ/UOFJv5TiOII/AAAAAAAAKBg/cVlK6rrWjNg/s1600/bunbougu_cutter.png


 

 
１１月２日に、株式会社バーニッシュカンパニー様 

（写真左）より、リサイクルペットボトルキャップ（38 

kg）をご寄贈いただきました。４５リットルのポリ袋で 

7袋半にもなる量です。社員の皆様のご協力の下、３年 

間で集められたとのことです。集められたキャップは、 

難病患児支援、ワクチン寄贈の原資となります。皆様の 

ご協力に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  

4,169㎏ 4,339,852個 1,952㎏ 5,126本 10月末 

お寄せいただいた協力団体名について 

（10/1～10/31） （敬称略） 
【団体】 

北２９条西郵便局、サッポロシニアライオンズクラブ、

札幌コスミックシニアライオンズクラブ、札幌盲ろう者

福祉協会、札幌科学技術専門学校、厚別区ボランテ

ィア連絡会、南区ボランティア連絡会、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 




