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今年も大盛況！福祉用具機器展 inさっぽろ 

 来て・見て・触れて福祉用具の力を学ぶ「福祉用具機器展 in さ

っぽろ」、今年も 1,000 名を超える方にご来場いただきました。 

会場には車いす、介護ベッド、歩行器の他にも、コミュニケー

ションが取れるロボットや介護する方の負担を軽減する機器な

ど、最新の介護ロボットが登場。日々進歩する福祉用具の世界を

体験することができました。 

また、人気カレー店「インドカレー ミルチ」と障がい者就労支

援事業所「ていね・さくら館」のコラボで誕生したカレーパン

「パオベジ」のテスト販売や、チャリティーコーナーも大人気。 

その他にも、専門職向けの介護技術を学ぶ講座や、福祉用具作

成体験ワークショップ、日常生活に便利なグッズを紹介するセミ

ナーなどが同時開催され、学生、一般、福祉・医療専門職など幅

広い方々が参加し、熱心に耳を傾けていました。 

 

社会福祉総合センター４階には福祉用具を常設で展示している

「福祉用具展示ホール」もありますので、ご活用ください。 
 

    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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登録するには研修をご受講ください！

札幌市

に登録しませんか？

札幌市介護サポートポイント事業

この制度は、ボランティア活動を通して、

みなさんの「社会参加」と「介護予防」につなげることを目的としています。

札幌市内に住民登録がある６５歳以上の方が対象です。

※要介護認定（要介護１～５）を受けていない方

日時：①1月24日（木）

②2月20日（水）

③3月 5日（火）

いずれも14:00－15:30
会場：ＴＫＰ札幌カンファレンスセンター６Ｃ

手帳にスタンプをためてポイントを

ゲット！一年に一度申請すると換

金できます。

2時間未満の活動＝1ポイント

2時間以上の活動＝2ポイント

（ポイント上限1日2ポイント、年間

50ポイント、1ポイント＝100円）

受講料：無料

お申し込み・問合せは

ボランティア活動センターまで！

TEL：011-623-4000

活動内容の例
お茶出し

趣味活動

お話相手

囲碁・

将棋の相手
レクリエーション

のお手伝い

スタッフ

の補助
芸能披露

行事の手伝い

サポーター受入施設での活動が対象です。

02-F03-18-2206
30-2-1394



 

【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。 
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上記期間中で都合のよい日３時間以上
活動拠点：大通西 6丁目会場「福祉ボランティアハウス」
活動場所：雪まつり会場（大通公園・すすきの・つどーむ）及び周辺
対象：高校生以上で介助ボランティアに興味・関心のある方
主催：さっぽろ雪まつり実行委員会／委託運営：NPO 法人手と手

2019年 1月 12日（土） 　9：30～15：00
2019 年 1月 20日（日） 　9：30～15：00

第70回さっぽろ雪まつり
福祉ボランティアハウス
第70回さっぽろ雪まつり
福祉ボランティアハウス

身体の不自由な方やご高齢の方と
一緒に雪まつりを楽しみながら車いす介助などを行います。

ボランティア募集

札幌市教育文化会館　4階　研修室 403
住 所／札幌市中央区北 1条西13丁目

地下鉄東西線「西11丁目駅」1番出口より徒歩5分

福祉ボランティア経験者は
午後からの実習を免除可

どちらか都合に良い日に必ずご参加ください
事前研修会

電話：011-818-0801／ FAX：011-818-0803 ／ E-mail：volunteer@tetote.org
 〒062-0907  札幌市豊平区豊平7条8丁目1-17

http://tetote.org
ＮＰＯ法人   手と手

●昼食をご用意ください。  ●車いすに乗ったり押したりしながら外を歩きます
ので暖かく動きやすい服装で、持ち物は両手が使えるリュックをお勧めします。
●地下鉄乗車実習用の 200 円が必要です。  ●屋外実習後、現地解散（大通６丁
目を予定）します。  ●ボランティアの受付は研修会場で行います。登録申込書
は会場にご用意しています。  ●雪まつり期間中のご自身のスケジュールを確認
できるようご準備ください。  ●会場に駐車場はございません。

※研修会参加は申込み不要です。直接お越しください。

2019 2/4（月） （月・祝）11～



 

 

 

 

 

 

 

 

 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？ 

             

 

 

 
 

 
 

 

 

排泄支援について理解を深め、用具の選び方について学びます。 

介護負担を軽減する排尿ケアについて、最新機器の紹介も。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力 パラマウントベッド株式会社・株式会社マルベリー 

とき 平成３１年２月９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」 

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/-todHdjPAtuU/VOsJ9SN3waI/AAAAAAAArvw/zNz_9QgLATY/s800/kaigo_oya.png


 

 
12月13日に、河合塾札幌校（写真左3名）様より、 

リサイクルペットボトルキャップ（30kg）をご寄贈い 

ただきました。雪の降るあいにくの天気でしたが、寒い 

中、写真撮影にもご協力いただきました。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  

4,173㎏ 4,339,852個 1,952㎏ 5,126本 11月末 

お寄せいただいた協力団体名について 

（11/1～11/30） （敬称略） 
【団体】 

株式会社バーニッシュカンパニー、北二十九条西郵

便局、豊平区福住地区福祉のまち推進センター、陸

上自衛隊札幌駐屯地曹友会、北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 




