
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ページ（表 紙） 
・【障がい者のスポーツ体験事業】 

ボランティアさん募集中！！ 
２ページ 
・有償ボランティア（協力会員） 

募集中 
３ページ 
・【第４回障がい当事者によるスピーチマラソン】   

ボランティア募集 
４ページ 
・介護初任者研修 

～令和元年度受講生募集～ 
５ページ 
・ 札幌市社協 賛助会員の募集 

・「福祉用具展示ホール」 
イベントのお知らせ 

６ページ（裏表紙） 
・今月の収集ボランティア 
・各種お問い合わせ先 

【障がい者のスポーツ体験事業】 

ボランティアさん募集中！！ 

 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、札幌市知的障害福祉協会・㈱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。 

 「さっぽろばんけいスキー場」で、夏はパークゴルフ、冬はソリ

やチューブすべりを楽しんでいただいており、大好評です♪ 

この事業を利用される障がいをおもちの方々と一緒に、楽しみなが

ら「付添い・見守り」をしてくださるボランティアさんを募集して

います！ 

 

♪昼食ご提供いたします。 

♪交通費おひとり一律 500 円。 

♪イベント保険に加入します。 

 

年間通して募集しておりますので、ご興味のある方お問い合わせお

願いいたします。 

 

    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  

 



 ほっ・とプラザ TEL（０１１）６２３－４０１０ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【登録説明会及び研修会の持ち物】 
・筆記用具・印鑑・写真（顔がはっきりわかるもの 3ｃｍ×3ｃｍ）２枚 

・本人名義の支店名・支店番号・口座番号のメモ 

・年会費 1,200円 

※初年度につきましては入会申込み月により年会費を減額いたします。 

会員登録制で活動費をお支払いする有料のボランティア活動です。 

おもに高齢者・障がい者・産前産後の方のご自宅での活動です。 

登録説明会及び研修会への参加後、協力会員として活動できます！ 

掃除・調理   洗濯・買い物 

ゴミ出し・ 
庭の手入れ 
・冬囲い 趣味・ 

娯楽の対応 

認知症高齢者
の見守り 

除雪 

外出同行   

 

〇登録説明会及び活動前研修日程表〇 

日時 場所 

令和元年８月８日（木） 
１０：００～１５：３０ 

北区民センター １階小会議室 
（札幌市北区北２５条西６丁目１-１） 

令和元年８月２０日（火） 
１０：００～１５：３０ 

白石区民センター ５F集会室Ｄ 
（札幌市白石区南郷通１丁目南８） 

令和元年 9月 10日（火） 
１０：００～１５：３０ 札幌市社会福祉総合センター ３階第２会議室 

（札幌市中央区大通西 19丁目 1-1） 令和元年 10月 9日（水） 
１０：００～１５：３０ 

令和元年 11月 21日（木） 
１０：００～１５：３０ 

札幌市社会福祉総合センター ３階第３会議室 
（札幌市中央区大通西 19丁目 1-1） 

令和元年 12月 18日（水） 
１０：００～１５：３０ 札幌市社会福祉総合センター ３階第２会議室 

（札幌市中央区大通西 19丁目 1-1） 令和 2年 1月 16日（木） 
１０：００～１５：３０ 

令和 2年 2月 13日（木） 
１０：００～１５：３０ 

札幌市社会福祉総合センター ３階第３会議室 
（札幌市中央区大通西 19丁目 1-1） 

 

問い合わせ・申し込み 



第 4回障がい当事者によるスピーチマラソン 

ボランティア募集 

障がい当事者講師の会すぷりんぐでは、9月 21日土曜日に開催の障がい当事者に

よる第 4回スピーチマラソンで、お手伝いいただけるボランティアさんを募集して

います！ 私たちの活動をお手伝いしていただけませんか！！ 

■活動内容 

【日 時】令和元年９月２１日・土曜日 ９時～１７時の間 

（スピーチマラソン開催時間は１１時～16 時） 

【会 場】社会市福祉総合センター４階大研修室 （札幌市中央区大通西１９丁目） 

【内  容】無償ボランティアとして会場設営・会場案内・受付・ビデオや写真撮影・機材搬入などをお手

伝いいただける方。 

【申込締切】令和元年８月１０日・土曜日までメールまたはＦＡＸなどにて申し込みください。 

※８月３１日・土曜日１３時～ボランティアさんを含む説明会および実行委員会を開催予定です。 

場所：札幌市社会福祉総合センター４階・大研修室（8 月 31 日説明会欠席の方は事前にお知らせ下さい） 

≪申込・問い合わせ先≫ 障がい当事者講師の会 すぷりんぐ  

FAX： ０１１―６４４－０３３４  

メール： spring.hokkaido@gmail.com 

ＨＰ http://spring-hokkaido.jimdo.com/ 

郵送 〒０６３－０８０４ 札幌市西区二十四軒４条３丁目１－１２－６０３ 牧野 准子 宛 

■この事業は障がい当事者講師の会すぷりんぐと札幌市社会福祉協議会の共催
きょうさい

です 

無償ボランティア協力申込書 

名前（ふりがな）                        男・女 

住     所 〒 

年     齢 連絡先(携帯・メールアドレスなど） 

             才 電話 

協力可能時間 ＦＡＸ 

 終日・   ～   時  メール 

～ＦＡＸにて申し込みの方はこのまま送信ください～ 

mailto:spring.hokkaido@gmail.com
http://spring-hokkaido.jimdo.com/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

お申込みを希望される方は電話または必要事項をご記入の上このままＦＡＸしてください。 
ＦＡＸ：６２３－０００４ 

フ リ ガ ナ  年 齢 性 別 

氏  名   男 女 

住  所 
 

電話番号  ＦＡＸ番号  

内訳：講習料 55,000 円 テキスト代金 7,000 円 

ＦＡＸ： ０１１-６２３-０００４ 

地下鉄東西線「西 18 丁目」1 番出口から徒歩３分 

社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会 
http://www.sapporo-shakyo.or.jp 

 

 

〒060-0042 札幌市中央区大通西 19丁目 1-１ 

          札幌市社会福祉総合センター ４階 

          ボランティア活動センター  

 

日時 :令和元年１０月２５日(金) 
１０：００～（１時間程度） 

会 場：札幌市社会福祉総合センター４階 

    ボランティア研修室Ｂ 

 

 

お申込み開始 

ＴＥＬ： ０１１-６２３-４０００ 

お申込みいただいた方には、研修ご案内を送付いたします。 

令和元年９月２７日 （金）  

62,000 円 （税込）

（（

  

 

令和元年１１月 ２８ 日（木)- 令和 2 年 1月 ２８ 日(火)  

日程 

研修内容についてご説

明、ご質問にお答えいた

します。お気軽にご参加

ください。  

平日 (月 -金 )おおむね 9:00-16:30 
 

                    

令和元年 11 月 28 日 （木） - 令和２年 1月 28 日 （火）

（ 

  
 

令和元年１１月 ２８ 日（木)- 令和 2 年 1月 ２８ 日(火)  

通 学 日 数 約２３日間  

事業者指定番号 石保社第3761号 

18名 （先着順受付） 最少催行人数 ８名 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 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？ 

             

 

 

 
 

 
 

 

 

福祉的な支援が必要な方にも役立つ防災グッズを紹介します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

協力 ＤＣＭホーマック 

と き 令和元年９月１４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/-PU6osg4f9IY/VxYawK5ugHI/AAAAAAAA5_Q/CENe-rgJJVkMuBKDxyTt25nutVoc0HLBwCLcB/s800/bousai_goods.png
https://1.bp.blogspot.com/-B8yfLhUQ0LQ/VZt5D8fj6gI/AAAAAAAAuyg/GaJfj8G863M/s800/hijouyou_mochidashi_bag.png


 

 
 当センターに寄贈いただいた使用済み切手は、ボラン 

ティアさんによって仕分けられたあと、写真のようにダ 

ンボールに梱包し、日本キリスト教海外医療協力会（Ｊ 

ＯＣＳ）に届けております。ＪＯＣＳに集められた切手 

はコレクターさんによって換金され、アジアやアフリカ 

諸国の看護学生さんの授業料や教科書代になっています。 

海外の切手でも収集対象となっております。  

 
 

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  

4,573㎏ 4,653,132個 2,041㎏ 5,734本 6月末 

お寄せいただいた協力団体名について 

（６/１～６/３０） （敬称略） 
 【団体】 

北海道理容組合、国際ソロプチミスト札幌、新川二

条郵便局、円山長生会、中央区ボランティア連絡

会、北区ボランティア連絡会、厚別区ボランティア

連絡会、手稲区ボランティア連絡会など 

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 




