
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ページ（表 紙） 
・「赤い羽根共同募金」 

さっぽろの町を良くするしくみ。 

２ページ 
・介護職員初任者研修受講生募集 

３ページ 
・介護職員初任者研修とは？ 

４ページ 
・「第４回スピーチマラソン」 

開催報告 

５ページ 
・ やさしさっぽろメンバーズ 

（賛助会員）募集中 

・「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 

・各種お問い合せ先 

「赤い羽根共同募金」さっぽろのまちを良くするしくみ。 

 毎年 10 月から 12 月は、おなじみの｢赤い羽根共同募金｣の期

間です。 

｢赤い羽根共同募金｣は、戦後まもない 1947 年、戦災にあえぐ

市民の生活支援や民間社会福祉施設の復旧などを主な目的とし

て始まり、今年で７３回目を迎えます。 

 上の写真は、今年の１０月１日～７日まで実施した街頭募金

運動にて、街ゆく人たちに募金を呼びかけるボランティアさん

の様子です。（左：朗読ボランティアグループ「声のとびら」、右：札幌北斗高等学校） 

こうした活動で集められた「赤い羽根共同募金」は、福祉の

様々な事業だけでなく、災害時にも活かされています。 

2019 年は、「８月佐賀県豪雨災害」「台風第１５号千葉県災

害」に対し、都道府県域を超えて全国の共同募金会が災害等準

備金を拠出しあい、被災地を支援しています。 

 「赤い羽根共同募金」活動は、まちの人のやさしい気持ちを

ひとつにする活動です。 

今年もご協力よろしくお願いいたします。 

 

    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  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

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  

 

日程 

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）

（ 

  

お申込み開始 

通 学 日 数 約２３日間  

事業者指定番号 石保社第3761号 

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。 

18名 （先着順受付） 最少催行人数 ８名 

 

令和元年９月２７日 （金）  

62,000 円 （税込）

（（

  本会のヘルパー養成研修

は 20 年以上の実績があり、

多くの修了生が介護現場で

活躍しています。  

経験豊富な専門職が資格取

得のお手伝いをいたします。 
※実績は、平成 25 年に統合した旧札幌

市在宅サービス協会分を含む。  



ヘルパー2級と呼ばれていた研修が、平成 25年度から「介護職員初任者研修」に移行しました。 

年齢に関わらず、何歳からでも、より高い専門的知識や能力を身につけることができます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護現場において必要となる基本的知識や技術を学ぶもので、介護福祉士を目指す方や、

家族介護をする方のための入口となる資格です。 

◆介護職員初任者研修 

◆実務者研修 

◆介護福祉士 国家資格  

450時間の研修。  

介護福祉士の受験資格として必須の研修です。 

入門資格 130 時間の研修で基本的な技術を身に

つけます。就職や家族介護に役立ちます。 

【福祉用具展示ホール】 
【入浴介助】 【移乗介助】 

【車いす介助】 

・目標を持った受講者と共に学べます。 

・通学制なので疑問点はその場で講師に質問して解決できます。 
 
１ 職務の理解                      
２ 介護における尊厳の保持・自立支援   
３ 介護の基本      
４ 介護・福祉サービスの理解と医療との連携  
５ 介護におけるコミュニケーション技術     
６ 老化の理解   
７ 認知症の理解  
８ 障害の理解  
９ こころとからだのしくみと生活支援技術  130 時間  23 日間  通学制  
１０ 振り返り  

 



 

 

「第４回スピーチマラソン」開催報告 

9月 21日（土）に、「第 4回 スピー

チマラソン」を開催いたしました。 

 今年度より開催月を 9月に変更し、

「障がい者講師等派遣事業」の説明と、

今年度「障がい者講師養成講座」修了生

の紹介を組み込んだ新しい内容での「ス

ピーチマラソン」となりました。 

 当日は、福迫会長の開会挨拶で幕が開

き、障がい理解やパラスポーツにかける

情熱など、１０名の出演者と 5名の今年

度「障がい者講師養成講座」修了生がそ

れぞれにスピーチをしました。 

 当日は、ラグビーワールドカップの札

幌開催と重なりましたが、200名を超え

る市民の方々は、札幌ドームに負けない

熱い視線で会場を盛り上げてくれまし

た。 

 現在、105名の当事者講師が本会に登

録しております。今回聞き逃してしまっ

た皆様からのオファーをお待ちしており

ます。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 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？ 

             

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

障がいや病気などにより、身体が不自由な方の日常動作を補うための「自助具」。 

暮らしを助けてくれる、みんなにやさしい道具です。そんな自助具の数々をご紹介します。 

  

 

 

 

 

 

 

協力 ㈱特殊衣料  

とき １2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 

みんなにやさしく便利な道具 

～ の世界～ 

https://2.bp.blogspot.com/-iqLtgrX2ThI/WYAylgfU2jI/AAAAAAABF28/6cfwJ173l2QmTyLlOJw9-p6HhTZI1zfWwCLcBGAs/s800/syokki_kaigoyou_jijogu.png


 

 
  

皆様からご寄贈いただきました、使用済切手は、 

ボランティアさんの手によって仕分けをされ、箱詰 

めをしていただいております。 

   9月7日に箱詰めした使用済切手を日本キリスト  

協海外医療協力会へ送付いたしました。 

  使用済切手はコレクターさんの手にわたりその収 

益が発展途上国への医療従事者派遣や現地の医療従 

事者を目指す人々の奨学金となっています。 

 
 

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  

5,313㎏ 4,653,132個 2,125㎏ 5,885本 ９月末 

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。 
 

お寄せいただいた協力団体名について 

（９/１～９/３０） （敬称略） 
 【団体】 

札幌国際プラザ、札幌シニアライオンズクラブ、

豊平郵便局、北二十九条西郵便局、東区ボラ

ンティア連絡会、豊平区ボランティア連絡会、清

田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。 
記 録

平成 




