
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

１ページ（表 紙） 
・ボランティアさん大活躍！ 
「障がい者のスポーツ体験事業」 

実施中 
２～３ページ 
・ボランティア活動紹介 

・新年度ボランティア活動保険   
の更新・加入について 

４ページ 
・ 「札幌市介護サポーター」 

に登録しませんか？ 
５ページ 
・オシッコの話 

～知って安心・おでかけ楽々～ 

・やさしさっぽろメンバーズ 
（賛助会員）募集中 

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 

ボランティアさん大活躍！ 

「障がい者のスポーツ体験事業」実施中 

 今冬もばんけいスキー場にて、障がいのある方々に、チュー

ブ遊びやスキー等の雪遊びをとおして、札幌の自然に触れる喜

びや楽しさを体験していただいています。 

 これまでに、延べ５施設３１名の方が楽しんでいますが、こ

の活動に欠かせないのが、ボランティアさんです。 

 ボランティアさんには、参加者の見守り、着替えや食事等の

お手伝いをしてもらいながら、一緒に参加して障がいのある

方々との交流を深めてもらっています。 

 日頃なかなかこのように外出する機会がないという参加者か

らは、「ボランティアさんがいてくれるから、日頃出来ないこ

とを楽しく体験できる！」と感謝の言葉をいただいています。 

 夏はパークゴルフ、冬は雪遊びをしながら障がいのある方々

と交流するボランティアに皆さんもぜひ参加してみませんか？ 

  
 

    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 

今号のもくじ  
 



 
 

 

 

①さっぽろ雪まつりでの活動 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

札ボラニュース１月号で募集を行った「第 70回さっぽろ雪まつり」のボランティア活動に参加された

３名の方に密着しました。中には、１月に実施した「シニア世代のためのボランティア研修（地域活動編）」

をご受講された方の姿も。2月 7日の札幌は、寒波の影響もあり雪模様。底冷えする寒さでした。 

そんな中でのはじめての活動…誰もが不安と期待の気持ちがあると思います。 

でも、一歩踏み出したその先には、素敵な出会いがたくさんありました☆彡 

今日の利用は、「手稲渓仁会デイサービス
織彩」の皆さん 16名。受入のためのミー
ティングが行われています。 

ミーティング後、集合場所の札幌駅に向かうため徒歩で出発。信号
待ちの間も容赦なく雪と風が吹いてきます。車いすのタイヤにミ
ニスキーがついているのがわかりますか？ 

合流後、札幌駅から大通駅までは地下歩行空間を歩きます。コ
ンコースの人の流れ、なかなか来ないエレベーターに悪戦苦闘。
普段は意識しない街中の人混みも、車いすでは大変なのだと実
感しました。ベテランボランティアさんからの「ゆっくりやる
と大丈夫でしょ？」など声かけを受けながら進んでいきます。 

地下からやっと地上に。 
大通駅周辺がすっかり変わっていることに驚
いていたご利用者さん。 
「でも、ここには月寒あんぱんのお店も入って
いるんですよ。変わらないものもありますよ
ね。」と声を掛けられています。 

ご利用者さん、ベテランボランティアさんとハイ、チーズ！ 
横断歩道の段差は、一人では安全に上がることができませ
ん。そのため、「次、少し右からいきます。」といった路面状
況に応じたルート取りや声がけにより、3名の連携が欠かせ
ません。 
「的確な指示の大切さ、想像以上に気配りが必要なことを学
んだ。札幌で活動する中で、雪の時期がきっと一番大変だと
思うので、それを経験したことで、この後の活動の自信にし
たい。」と松尾さん（右側女性） 

福祉ボランティアハウスは、NPO法人手
と手が実行委員会からの委託を受けて運営
しています。 
身体の不自由な方やご高齢の方と雪まつ

りを楽しみながら、車いす介助を含め、様々
なサポートをされています。 
今年の開催期間中には、登録ボランティ

ア75名／延べ226名の活躍により、139
名の方が雪まつりを楽しみました。 

「札幌を代表するおまつり。遠くから来
てくれて喜んでくれる姿を見たら、また来
年もお手伝いしたいんだ。」といったリピー
ターのボランティアさんも多くいらっしゃ
います。 
来年の雪まつりには、ぜひあなたも参加

してみませんか？ 

今回の札ボラニュースでは、冬のイベントでのボランティア活動に密着しました。 

活動へ一歩踏み出したボランティアさんの声を交えながら、２つの活動の様子をご紹介いたします。 

ボランティアは継続しないとできないのでは…と迷っている方も、ぜひご覧ください。 

 



「ボランティア活動保険」とは、ボランティアが活動中の事故によりボランティア自身がケガをし

たり、他人に損害を与えたことにより賠償問題が生じた場合に補償する保険です。 

 現在ボランティア活動保険に加入されている方は、平成 31 年 3 月 31 日(日)で保険期間が終了しま

す。 

 4 月 1 日(月)以降もボランティア活動を継続される場合はお忘れのないよう、更新手続きをお願い

いたします。 

 新年度への更新手続きは、平成 31 年 3 月 11 日(月)より開始いたします。札幌市社会福祉協議会ま

たは各区社会福祉協議会窓口において、手続きをお願いいたします。 

 介護サポーターとして登録をされている方は、札幌市社会福祉協議会にて更新手続きを行います。

また、所属団体が一括して更新手続きをされる場合もありますので、団体に所属されている方は、更

新方法をお確かめの上、更新手続きをお願いいたします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

★ボランティア活動者からのアドバイス★ 
① 自分のリズムに合わせた活動 

⇒継続だけではなく、単発の活動でも参加ができる 

② 相談相手をつくること 

⇒やりたいことや、困ったことなどを相談できる先をつくる 

③ 研修の受講や、ボランティア募集チラシなどを活用 

   ⇒活動のきっかけづくりとして 

  

ボランティア活動センターでも幅広い方にご参加いただけるよう、

皆さんと一緒に活動メニューを作っていきたいと考えております。 

 ぜひ、お近くの区社会福祉協議会やボランティア活動センターにご

相談ください♪ 

 

野村修一さんがボランティアとして参加したのは、1 月 24 日に長生園で行われた「ゆき灯

りのまち」でのアイスランタンを飾る土台作りです。イベント一週間前の街路は、道路除雪の

雪山が高く積み重なっており、そのままではランタンを置くことができません。スコップで雪

を削り出し、積み直し、高さを揃えていく地道な活動でしたが、根気強く熱心に活動されまし

た。1月 16日の活動の際に、インタビューしましたのでご紹介します。 

 
【質問１】 なぜ、ボランティアに興味を持たれたのですか？ 
会社に、貢献活動に熱心な同僚がいるので、その姿を見たのが一番のきっかけです。 
普段、車関係の仕事をしているので、休みがシフト制で固定ではありません。そのため、自分ができる時

にできることで喜んでもらえたらいいなと考えていました。相談先を探したところ、ボランティア活動セン
ターがあることを知り、相談に行きました。 
 
【質問２】 実際に活動をしてみた感想と、今後の活動について一言お願いします。 
イベント当日にはランタンが飾られた様子を見ることができないのですが、通りがかりの人に喜んでもら

えればいいですね。身体を動かすことが好きなので、自分に合った活動だったと思います。 
 次は、今回つながりができた長生園での活動に参加してみたいと思います。麻雀もできるので、高齢者の
方と直接関われる内容に興味があります。 
長生園には出勤の際に通りかかっていたのですが、どんな施設なのかは知りませんでした。活動を通して、

仕事で関わらないような人と出会えることが嬉しいですね。ペットボトルキャップを月１回くらいボランテ
ィア活動センターに持っていく予定なので、新しい活動をその時に相談できればと思います。 
 

②アイスランタンイベント「ゆき灯りのまち」での活動 
 

 



対象となる施設

登録・活動の流れ 活動の前に研修受講が必要です

交　換
たまったポイントを1月末までに申請！

登　録
ポイント手帳を交付

＊ボランティア活動センター・区社会福祉協議会で
手続きができます
＊3月をめどに札幌市より介護サポーターの指定口
座に振り込まれます

2時間未満の活動=1ポイント
2時間以上の活動=2ポイントポイントについて 1日　 2ポイント

年間　50ポイント 1ポイント=100円ポイントの上限

期限内に申請

研修受講（介護サポーター研修）
申込先：ボランティア活動センター
＊活動をする際の心得や活動の流れ等を学びます
＊受講の際は介護保険被保険者証をお持ちください

1

4

2

対象となる活動

●お茶だし
●散歩の付き添い
●囲碁や将棋の相手
●行事の手伝い
●趣味活動
●お話相手
●スタッフの補助

●レクリエーションの
　お手伝い
●芸能披露

活動内容の例

ボランティア活動
活動後、手帳に
スタンプが押されます

3

札幌市社会福祉協議会 ボランティア活動センター
札幌市中央区大通西19丁目1番1号　
札幌市社会福祉総合センター4階
TEL （011）623-4000　FAX （011）623-0004

お問い合せ

札幌市介護サポートポイント事業

札幌市社会福祉協議会 ボランティア活動センター札幌市社会福祉協議会 ボランティア活動センター

新聞紙のちぎり絵『いのしし』道端　笙子さん（知的障害者在宅支援・りぼん提供）

2019年12月31日2019年1月1日 2019年12月31日2019年1月1日

活動期間

平成31年（2019年）

ポイント手帳ポイント手帳ポイント手帳ポイント手帳

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。

札幌市札幌市

介護サポーター介護サポーター
に登録しませんか？に登録しませんか？

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

●介護老人福祉施設
　（特別養護老人ホーム）
●介護老人保健施設
●上記に併設の通所施設
　（デイサービスなど）

●認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
●小規模多機能型居宅介護
●看護小規模多機能型居宅介護
●認知症カフェ

New!!

2019年1月より
4種類の施設が
加わりました！！

65歳以上のみなさん！ 生涯現役！！

王
将

さっぽろ市

02－F103－18－2664
30－2－1624



 

 
 
 

 

 

生きている限りオシッコは出る！！パッドやオムツなどケア用品の使い方・性能を学び、疑問点に

もお答えします！骨盤底筋を鍛える尿漏れ体操もご紹介。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力 日本製紙クレシア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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？ 

             

 

 

 

とき ４月１３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 

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 

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 

https://1.bp.blogspot.com/-DmHZ4QNuGKs/V4SBAnAA1AI/AAAAAAAA8P8/S1EHteC51LM0-M8KXWsoTexadKznHi25wCLcB/s800/mizu_suidou_tareru.png
https://1.bp.blogspot.com/-DmHZ4QNuGKs/V4SBAnAA1AI/AAAAAAAA8P8/S1EHteC51LM0-M8KXWsoTexadKznHi25wCLcB/s800/mizu_suidou_tareru.png
https://1.bp.blogspot.com/-8mR76GolAZA/Uku9cIOAttI/AAAAAAAAYik/WqqiEy_JEgs/s800/toilet_mark.png


 

 
 

いつも寄贈のご協力をありがとうございます。 

皆様からご寄贈いただくペットボトルキャップは、 

飲料水のキャップのみでお願いをいたします。調味料 

類や薬のキャップは回収対象外となっておりますので 

窓口へお持ちの際は分別をしていただきますようお願 

いいたします。 

 
 

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  

4,499㎏ 4,653,132個 1,981㎏ 5,316本 1月末 

お寄せいただいた協力団体名について 

（１/４～1/31） （敬称略） 
 【団体】 

ときめき平成会、サロン・クローバー、長生園、あいの

里郵便局、北二十九条郵便局、東区ボランティア連

絡会、厚別区ボランテア連絡会、豊平区ボランティア

連絡会 

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 




