
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ページ（表 紙） 
・【日常生活の延長で地域を見守り】 
地域見守りサポーターになりませんか？  
２ページ 
・地域見守りサポーターになりませんか？ 

出 前 講 座 実 施 中！ 
３ページ 
・生涯現役セミナー  

いまだからできる、「恩送り」 
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 
・ふくし用具機器展 

㏌さっぽろ２０１９ 
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 

【日常生活の延長で地域を見守り】 

地域見守りサポーターになりませんか？ 

 札幌市社会福祉協議会では、お一人暮らしや生活に不安がある高

齢の方や障がいがある方、子育て世帯などを日常生活の延長上で

「ここ数日新聞がたまっているな」「子どもの泣き声が頻繁にする

な」など、「なにげなく気にかける」「さりげなく見守る」ことに

よって異変に気がついた際に関係機関に連絡をする「地域見守りサ

ポーター」を平成２２年度から全市的に養成し、見守りの網の目を

広げています。 

 

★ボランティア活動センターにて年に４回行っている「地域見守り

サポーター養成講座」をご受講いただくと、地域見守りサポーター

として登録させていただきます。 

★概ね５名以上の団体や企業等からお申込みをいただければ、ご指

定の会場に職員が出向いて行う出張講座も実施しています。 

詳細は裏面をご覧ください→ 

    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 

今号のもくじ  



 

 
 

 

 

 

 

札幌市社会福祉協議会では、『お互いに支え合うやさしいまちづくり』に向けた取組みとして、

お一人暮らしや生活状況が心配な高齢の方などを自身の日常生活の延長上で見守り、なにげな

く気にかける活動を通じて、高齢者等の異変に気づいた際には、関係機関にご連絡をいただける

『地域見守りサポーター』を養成しています。 

町内会やサークル、有志などの会合にいつでも出張いたします。是非ご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【地域見守りサポーターの活動は？】 

○日常生活の延長上で、高齢者等への目配り、

気配り 

○異変を感じた際の通報 

（消防署、警察のほか、民生委員・児童委員、

福祉のまち推進センター、区役所、地域包

括支援センターなど） 

○さらに、地域で行われている組織的な見守

り活動への参加を希望される方は、『地区福

祉のまち推進センター』をご紹介します 

【個人での受講を希望の方は？】 

札幌市ボランティア活動センターでは、集合

研修を開催しています。個人での受講を希望の

方は、こちらにご参加ください。 

（参加費無料、定員各回３０名） 

〇スケジュール〇 

・令和元年１０月２８日（月） 

 ・令和２年 １月２９日（水） 

  両日とも１３：３０～１５：００ 

  

 

キモチをカタチに！ 

【  研修カリキュラムについて（ 60～ 90 分）  】  

 ※  時間・構成はご希望に合わせて変更できます 

・見守りサポーターとは         ・札幌市における高齢化の状況 

・サポーターの求められる背景      ・サポーターの主な活動 

・異変を感じた際の主な連絡先      ・高齢者等の特性 

・サポーターとしての心構え       ・地域での助け合い活動の理解（ビデオ上映） 

イメージキャラクター 

『 ま も り ん 』  

受講者には修了書として 

「まもりんリフレクター」 

をお渡しいたします 





 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

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 

 



来て・見て・福祉用具の力を学ぶ！ 

誰もが快適に生活するために 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

８日（金） ９日（土） 

10:15▸11:45 

施設関係者にお役立ち！明日から使える「音

楽レク」 

一般社団法人日本音楽健康協会 

音楽健康指導士 小林浩司氏・境出茜氏 

〔協力〕株式会社第一興商 

10:00▸11:30 

正しく知ろう！脳の病気～予防と検査～ 

 札幌市立大学 看護学科 

  准教授 神島 滋子 氏 

12:15▸14:15 

体験と実演で学ぶ！福祉用具も活用するノ

ーリストケア® 

認定理学療法士（生活環境支援・補装具） 

ノーリフトケアコーディネーター・福祉用具プランナー  

島川 弘美氏 

〔協力〕日本褥瘡協会・在宅ケア推進協会  

北海道ブロック win-win 動作介助チーム 12:45▸14:45 

襷
たすき

を繋いでみえたもの 

～インクルーシブ社会の実現に向けて～ 

 ウタリ・パラ・北海道（パラ駅伝 2019 北

海道代表チーム） 

14:45▸16:15 

こんな時どうする？薬の間違い、飲み忘れ 

～誤薬を防ぐために～ 

 一般社団法人 札幌薬剤師会 

  中央支部長 香川 隆樹氏 

※エーザイ㈱による服薬管理ロボットの説明・

実演も 

８（金）・９(土) 

Do 土）
10:00▸16:30 9:30▸15:00 

１１/ 

会場：札幌市社会福祉総合センター 

   札幌市中央区大通西１９丁目１－１ 

てづくり 

マーケット 

多彩なセミナーが盛りだくさん※要申込み 

【申込・問い合わせ】 

札幌市社会福祉協議会 総務課  

ＴＥＬ６１４－３３４５・ＦＡＸ６１４－１１０９ 

そのほか… 

ミニ演奏会（9日 12時～）、 

チャリティバザーなど 

最新の福祉用具

を多数展示 

パラスポーツ 

コーナー 

 

入場無料 

セミナーの後半に 

ボッチャ体験が 

あります！ 

 

https://1.bp.blogspot.com/-Hetgpl1TZj4/WHG2NfJXpvI/AAAAAAABA_4/8C3wBfX5WDYa1Ekju2UbzWYcD8qBLS1rACLcB/s800/paralympic_boccia.png


 

 
  

8月15日・20日に日本郵政グループ労

働組合（東部・西部）様より、キャップ・リングプ 

ル・切手の寄贈をいただきました。 

 局員の方々が1年間かけて集めていただいた 

ものを毎年この時期に寄贈いただいております。 

 いただきましたものは、各所へ送付し、発展途 

上国の学習支援等に活用させていただきます。 

 
 

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  

5,276㎏ 4,653,132個 2,121㎏ 5,778本 8月末 

お寄せいただいた協力団体名について 

（８/１～８/３1） （敬称略） 
 【団体】 

鳥居薬品株式会社、真如苑北海道支部、あり

がとうの会、札幌シニア大学、中央区ボランティ

ア連絡会、東区ボランティア連絡会、南区ボラン

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 




