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ボランティア講演会が開かれました ❢❢ 
４月 24 日（水）、札幌市ボランティア連絡協議会が主催する

「ボランティア講演会」が開催され、７６名の方にご参加いただ

きました。 

 今年のテーマは、「『児童虐待』の現状と対応について～私た

ちが子どもたちにできること～」と題し、北区にある児童養護施

設興正学園の鏑木康夫副施設長にご講演いただきました。 

 講演では、実際の児童虐待の件数や、虐待を受けた子どもの思

考の変化にもふれ、受講された方もその内容に衝撃を受けられて

いました。 

鏑木副施設長からは、地域で育つ子どもたちの将来を大切にし

ていくためには「『虐待をなくしていかないとならない』という

認識を持ち、子どもたちの人生が、暴力によって支配されない、

そのような地域社会を目指していくことが社会の使命、大人の使

命であると思います」と強調されていました。 

昨今、児童虐待が増えている中、私たちができることを今一度

考えてみる必要があるのではないでしょうか。 

    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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札幌市介護サポートポイント事業 

介護サポーター出張研修開催のお知らせ   

ボランティア活動センターでは札幌市からの委

託により、平成 25 年 10月より「札幌市介護サ

ポートポイント事業」を開始いたしました。 

この事業は、65歳以上の市民を対象として、自

らの健康を維持しながら住み慣れた地域でいき

いきと暮らせること、そして、自らの介護予防

を図りながら、地域社会の支えあいに参画する

ことを目的としています。 

札幌市内の受入施設で活動すると、その活動に

応じて現金に交換できるポイントが付与されま

す。 

「札幌市介護サポートポイント事業」に関する

お問い合わせ、研修申込みはボランティア活動

センターまでご連絡ください 

開催スケジュール 

 

第 1 回 令和元年 6 月 13 日（木曜日） 

場所 厚別区民センター2 階視聴覚室（厚別区

厚別中央 1 条 5丁目 3番 14 号） 

第 2 回 令和元年 7 月 11 日（木曜日） 

場所 手稲区民センター3 階視聴覚室（手稲区

前田 1 条 11 丁目 1 番 10号） 

第 3 回 令和元年 8 月 22 日（木曜日） 

場所 真駒内総合福祉センター（南区真駒内幸

町 2 丁目 1 番 5号） 

 

第 4 回 令和元年 9 月 18 日（水曜日） 

場所 清田区総合庁舎（清田区平岡 1 条 1 丁目

2 番 1 号） 

時間 14 時から 15 時 30分まで 

持ち物 

①介護保険被保険者証 ②筆記用具 

札幌市社会福祉協議会 

 

 ボランティア活動センター 

 

介護サポーター出張研修はじまります 

事業内容 

1.対象者 

 札幌市在住の 65 歳以上の方 

 札幌市に住民票（登録）がある方 

 要介護認定（要介護 1から 5）をのぞく（要支援 1と要支援 2 の方は対象とな

ります） 

2.介護サポーター登録方法 

「介護サポーター研修」の受講が必要です。1 回の受講でご登録できます。研修受講

後に「ポイント手帳」が交付され、「介護サポーター」として活動ができます。 





 
 
ボランティア活動センターに登録されている６００を超える団体のうち、

今回は、結成間もない「ソメコの会」を紹介します。 
こちらの団体は、ボランティア活動センターの「絵本の読み聞かせボランテ

ィア研修」を受講されたメンバーで結成されたグループです。 
団体活動の魅力についても伺いましたので、どうぞご覧ください 

 
ソメコの会（代表：中井 祐美子さん） 

●お問合わせ先：011-623-4000（ボランティア活動センター） 

 
（団体設立のきっかけは？） 
研修も、もうそろそろ終了かな…という頃から、受講生同士で「まだ続けたいね」「研修終了後は、

皆さんどう活動していくの？」と色々な話をしていました。 
そして、ついに研修最終日に「このまま終わるのはもったいない！」「勉強会をしよう」と、団体を結

成する話がまとまりました。 
 
（団体名の由来は？） 
 研修では、『ソメコとオニ（文：斎藤隆介、絵：滝平二郎）』という絵本を通してみんなで学んでいまし
た。そのため、「オニの会」だとあんまりだなぁ、「ソメコの会」が良いのではと、すぐに決めることができ
ました。 
  
（集まったときには、どんなことをしていますか？） 
 結成したばかりの団体なので実力を積み上げていくことを大切にしています。 
 練習では、自分が選んできた絵本を解説し、実際にグループ内で読み聞かせを披露しあいます。 
 聞き手になったメンバーは解説や感想、改善点などをチェックシートに書き込み、絵本の世界観を
共有しています。 
 また、メンバー同士の近況報告や、読み聞かせボランティアに関する情報を共有するなど、今後
の活動についても話し合いながら、グループとしてのコミュニケーションも積極的にとっています。 
  
（これから、どのように活動していきたいですか？） 
読み聞かせは、必ず届ける先の相手がいます。絵本や紙芝居の中の世界を話し手と聞き手が共

感できるよう、聞き手の方にも、作品中に出てくる歌や手拍子などで読み聞かせに参加してもらい、
ともに楽しんでいきたいです。 
私たちのメンバー一人ひとりの好みの作家や作品は異なります。得意な分野を活かしながら、絵

本や紙芝居を読んでいきたいです。 
活動をはじめてまだ日が浅いですが、絵本の登場人物の思いを伝えられる読み聞かせを大切に

していきたいです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ボランティア活動センターでは、「掲載されている団体の活動に参加してみたい」「これからボ

ランティア活動に参加してみたい」「依頼をしたい」など、様々な相談を承っております。 
また、登録団体の「活動ＰＲチラシ」を紹介する棚や掲示スペースがあります。「一緒に活動し

てくれる仲間を募集」「活動を PR して訪問先を増やしたい」などの周知希望については、窓口
までお問い合わせください。 
ボランティアに関することは、“まるごと”お気軽にご相談ください！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 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？ 

             

 

 

 
 

 
 
 

 

暑い夏がやってきます。脱水状態にならないための水分の正しい摂り方や、その重要性について

学びましょう。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

協力 株式会社モロオ 

とき 令和元年７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」 

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://1.bp.blogspot.com/-urokhQ_hWZs/W1qdcMqqCBI/AAAAAAABNqU/NaU_9ar2kI80aKM40RZTO6kaU80eywMHgCLcBGAs/s800/kokage_tree_necchusyou_drink.png


 

 
 

 当センターに寄贈いただけるキャップはペットボトル 

キャップとなります。醤油やドレッシングのキャップ、 

のみ薬のキャップなどは対象外となりますのでご注意願 

います。これからの時期、臭い等もありますので、一度 

水ですすいでからご寄贈いただきますようご協力をお願 

いします。 

 
 

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  

4,569㎏ 4,653,132個 2,026㎏ 5,716本 4月末 

お寄せいただいた協力団体名について 

（4/１～4/30） （敬称略） 
 【団体】 

円山長生会、札幌コスミックシニアライオンズクラ

ブ、札幌シニア大学、バーニッシュカンパニー、新琴

似8条郵便局、東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 




