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平成３１年度の各種講座がスタート ❢❢ 

平成３１年度も、４月１０日を皮切りに各種ボランティア研修が

スタートしました！ 

 上記写真は、４月１６日に開催されました、１日福祉セミナー

「障がい者の社会参加を考える～地域×つながり×働くことの多様

性から～」の様子です。 

 受講者からは、「障がい者の社会参加の現状がよくわかった」、

「商品のクオリティがすごく高くて驚いた。自分でも購入したい」

との感想をいただきました。 

 今年度は、全１７０の研修を、【福祉啓発】【ボランティア活

動】【地域活動】【登録活動】【介護力向上】【福祉事業従事者向

け】の６つの体系に分けて、多くの方に対する福祉意識の普及・啓

発や、活動に役立つ知識・技術の提供を目的に年間を通じて開催し

て参ります。 

 多くの方の申込心よりお待ちしております！  

    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  

 



 

 

 

 

 

ボランティア振興課長 藤田 宏
こう

治
じ

 

 

この度、４月１日付でボランティア振興課長に着任いたしました藤田宏治と申します。 

 これまでは、主に老人福祉センター及びデイサービスセンター等、地域に密着した施設に従事

してきており、より身近で高齢者等の福祉ニーズの必要性を感じてきたところですが、さらに少

子高齢化や近年の甚大な災害等からも、ボランティア活動への期待がより高まるものと思われま

す。 

 そのような中、ボランティア活動センターに従事することとなり、今後様々なボランティア活

動をより充実・拡大を図っていくにあたり責務の重さを感じるとともに、ボランティア活動に参

加いただいている方々の温かさに触れる機会が増え、様々な発見や喜びに出会えることに胸を躍

らせています。 

 今後とも、各関係機関や地域の方々の支援もいただきながら、より良いボランティア活動セン

ターを目指してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

4 月 1 日より、ボランティア活動センターに

着任いたしました伊藤清恵と申します。 

これから、様々な場面でお世話になります

が、よろしくお願いいたします。 

主に、身体に負担をかけない介護講座などを

担当しております。 

様々な研修を通してボランティアの皆様と

出会えることを楽しみにしておりますので、気

軽にお声掛けよろしくお願いいたします。 

 

ボランティア活動センター職員 伊藤 清
きよ

恵
え

 

        

 

 

 

 

4月 1日付でボランティア活動センターに着

任いたしました遠藤薫と申します。 

私事ですがまだ小さい子供がおり、私自身が

支援を受けている身として、同じく支援・相談

等を必要とされている方達の心に寄り添うお

仕事を通し、微力ではありますが少しでもお返

しする事が出来ればと思っております。 

一生懸命がんばります。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

ボランティア活動センター職員 遠藤 薫
かおる

 

ボランティア活動センターに新しく職員が着任しました。 



 

 

 

 

「障がいのある方に対する接遇方法は？」「障がいのある方が日

常生活で困っていることと、それに対する支援の方法は？」「こ

どもたちに障がいのある方の経験談を伝えて欲しい」など札幌市

社会福祉協議会へ、町内会・各種学校・企業等から「障がい」を

テーマとした研修会開催の依頼が寄せられます。 

「障がいを伝える」ということを考えたとき、大きな説得力を

持ち、聞く人の心を打つことができるのは、体や心に障がいのあ

る皆さんが発する言葉ひとつひとつであり、皆さんだからこそ、成し得ることができるのではな

いでしょうか。 

 

 

  

 

 

そこで、札幌市社会福祉協議会では、皆さんが障がい者講師として活動するための支援を目的

とした「障がい者講師養成講座」を札幌市の協力により、以下のとおり開催いたし

ます。「伝えたい！」「伝えよう！」という意欲と、講師としての自覚を持ち、前向きに講座に参

加のできる方のお申し込みをお待ちしています！ 

【開催日程】  ①５月２８日（火） ②３１日（金） ③６月６日（木） ④１１日（火）   

⑤２１日（金） ⑥２５日（火） ⑦２７日（木） ⑧７月３日（水）  

⑨５日（金） ⑩１０日（水） の 計１０日間   

※ 講座内容の詳細については裏面をご覧ください。 

【開催場所】  ボランティア活動センター（札幌市社会福祉総合センター内 研修室）  

【募集対象者】 障害者手帳（身体・精神障害者手帳、知的療育手帳）をお持ちの方で、 

講座全日程に参加のできる方。(健康面で不安のない方) 

【定 員】   ２０名（先着順） 

【受講料】   無 料 

【参加方法】  ５月２０日（月）までに、下記までお問い合わせのうえ、お申込みください。 

 

               

 

けれども・・・ どのように話したら自身の考え・思いを「伝える」ことができるのか？ 

       先輩障がい者講師はどんな話をしているのか？ 

講師として求められているのはどんなこと？      

などなど、関心はあってもわからないこと・不安もあるという方が多いのでは・・・ 

【お問い合わせ先】  

札幌市社会福祉協議会 ボランティア活動センター 

〒０６０－００４２ 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：地下鉄東西線「西１８丁目」駅１番出口から徒歩３分） 

電話番号：６２３－４０００  ＦＡＸ：６２３－０００４ 

障がい者の皆さん 講師として活動してみませんか？ 

 
 

平成３１年度『障がい者講師養成講座』のお知らせ 



【平成３１年度 障がい者講師養成講座カリキュラム】 

 日 程 時 間 研 修 内 容 講   師 

1 
５月２８日 

（火） 

13：30～ 

14：30 
オリエンテーション・自己紹介 

社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会 

ボランティア振興課 職員 

14：30～ 

16：00 
私たちがなぜ講師活動を始めたか？ 

Ｈ２９年度障がい者講師養成講座修了生 

の方３名を予定（各３０分） 

2 
５月３１日 
（金） 

10：00～ 
12：00 

自分の思いを相手に伝えるには… 
特定非営利活動法人 

北海道総合福祉研修センター 

事務局長  池田 ひろみ 氏 

13：00～ 
14：30 

「内部障がい」を持つということ 

～当事者の立場から～ 

北海道腎臓病患者連絡協議会 
事務局長 苣木 芳三 氏 

北海道でヘルプマークを広げよう 
～真っ赤なマークを知ってっ会～ 
代  表 寺地 惠子 氏     

3 
６月６日 
（木） 

10：00～ 
11：00 

当事者が話す意義について 

～接遇研修を実施する立場から～ 

株式会社 北洋銀行 
フィナンシャルサポート部 
調査役 中 知子 氏 

11：10～ 

12：10 

「視覚障がい」について 

～訓練職員として関わる中で～ 

公益社団法人札幌市視覚障害者福祉協会 
 訓練職員 小宮 康生 氏 

13：10～ 
14：10 

「知的障がい」について 

～支援の日常から～ 

一般社団法人 札幌市手をつなぐ育成会 
副会長 菊池 洋子 氏 

14：20～
15：20 

「肢体障がい」について 

～日々の関わり合いの中で～ 

特定非営利活動法人 手と手 
代表理事 浅野目 祥子 氏 

4 
６月１１日 
（火） 

10：00～ 

11：00 

「精神障がい」について 

～ふれあいの中で～ 

札幌学院大学 人文学部 人間科学科 
講師  中村  裕子 氏 

11：10～ 

12：10 

聴覚障がいについて 

～「見えない障がい」をもつということ～ 

公益社団法人 札幌聴覚障害者協会 
 手話講師 若浜 ひろ子 氏 

13：10～ 

14：30 
模擬講演に向けて 

障がい当事者講師の会 すぷりんぐ 
代表  牧野  准子 氏 

社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会  
ボランティア振興課 職員 

5 

6 月 21 日（金） 

6 月 25 日（火） 

6 月 27 日（木） 

7 月 3 日（水） 

7 月 5 日（金） 

 

10：00～ 
12：00 
13：00～ 

15：00 
※参加者
数により
変動あり 

模擬演習 

 

※参加者全員がテーマを設定し、３０分ほ

どの「模擬講演」を行う。テーマ・内容・

話し方など講師からアドバイスを受ける。 

 

Ｈ２２～２９年度 
障がい者講師養成講座修了生 

各障がい者支援関係者を予定 

社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会 

ボランティア振興課 職員 

6 
７月１０日 

（水） 
13：00～ 

14：30 
修了式 

社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会 

ボランティア振興課 職員 



 

 

 

 

 

 

 

 

 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？ 

             

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

食事は元気の源！いくつになっても食べることを楽しみたいものです。 

意外と美味しい介護食を、食べて飲んで体験してみましょう 

  

 

 

 

 

 

 

協力 エア・ウォーター株式会社／株式会社豊通オールライフ／アサヒグループ食品株式会社 

とき 令和元年６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」 

1番出口徒歩 1分 

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/-iHm9yWPdYRU/VYJrsCnRggI/AAAAAAAAuic/8I1s7GmlyFo/s800/oishii4_ojiisan.png
https://4.bp.blogspot.com/-2qcGAqS-T7k/VYJruIEs6WI/AAAAAAAAujE/apB42GgaMhU/s800/oishii8_obaasan.png
https://1.bp.blogspot.com/-8SjMrSxKAb8/VYJrsYGp0TI/AAAAAAAAui8/Xe9RSj1zEos/s800/oishii5_girl.png


 

 
 

3月２０日、損保ジャパン様より、リングプル、ペッ 

トボトルキャップの寄贈をいただきました。 

毎年度末に1年分を寄贈いただいております。 

 このほか、下半期に皆様から寄贈いただいた多くの鉛 

筆は、札幌市母子寡婦福祉連合会を通じて一人親家庭の 

学習支援に活用されています。 

 
 

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 … センター駐車スペースは限りがございますので、できるだけ公共交通機関を 

ご利用ください。 

  ０１１－６２３－４０００ 

  ０１１－６２３－０００４ 

vc@sapporo-shakyo.or.jp 

  https://www.sapporo-shakyo.or.jp/activities/volunteer/center/sapporo-news.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  

4,524㎏ 4,653,132個 2,024㎏ 5,716本 ３月末 

お寄せいただいた協力団体名について 

（３/１～３/３１） （敬称略） 
 【団体】 

円山長生会、㈱エル企画、富国生命、札幌少年友

の会、札幌ドーム、コンチェルト、手稲区ボランティア

連絡会、清田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 




