
やさしい街
さっぽろの社協広報誌

ホームページでもご覧になれます
http://www.sapporo-shakyo.or.jp/

ふれあい・いきいきサロンでみんな元気に！ふれあい・いきいきサロンでみんな元気に！

No.170

ふれあい
ネットワーク
ふれあい
ネットワーク

会長年頭挨拶
社協イベントのご案内
シリーズ「地区福祉のまち」
地域を元気にする『ふれあい・いきいきサロン』
情報トピックス・情報センター資料室からのオススメ紹介
ご寄付ありがとうございました
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本誌は赤い羽根共同募金の配分金で発行されています

　盲導犬は、「目の不自由な方を安全に目的地に
誘導する」ことが仕事です。このセミナーは、実
際に盲導犬との歩行や生活を体験してもらうこと
で、盲導犬についての知識をよりいっそう深めて
もらうことを目的としています。
▼日時／３月 21日（土）13時～
　　　　　　22日（日）14時
▼会場・宿泊先／（財）北海道盲導犬協会
▼参加対象者／
視覚障がいによる身体障害者手帳をお持ちの
15 歳以上の方で、これまで盲導犬との生活を
体験したことのない方と同伴者。
原則、北海道、青森県、秋田県、岩手県、新潟
県に在住の方。

▼募集人数／７名
▼参加費／ 2,500 円

▼セミナー内容／
・盲導犬との体験歩行：指導員とともに札幌市
内を歩行します。

・盲導犬の管理体験：食事、排泄、手入れなど
盲導犬の日常の世話をします。

・交流会：参加者や現役盲導犬ユーザーとの交
流です。

▼送迎／
盲導犬協会最寄り駅や新千歳空港までの送迎が
可能です。また、札幌市内近郊にお住まいの方
は、自宅までの送迎も相談に応じます。

▼セミナーの申込
電話もしくはファックスにて受付。
締切は２月 26日（木）となります。
▼お申込み・お問合せ
（財）北海道盲導犬協会　担当：河野さん
札幌市南区南 30条西８丁目１－１
TEL 011－582－8222　FAX 011－582－7715
E-mail e-kono@h-guidedog.org

身近な地域の福祉情報は、お近くの区の
 社会福祉協議会の広報誌をご覧ください。
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第６回盲導犬宿泊体験セミナー開催案内　「体験しよう　歩行とココロのパートナー」
～視覚障がいのある方・ 同伴者対象のセミナーです～

今回のオススメはこれ！今回のオススメはこれ！情報センター資料室より情報センター資料室より

「ホームヘルパーの役割と可能性」　　訪問介護実習研究会 監修　中央法規出版
　ホームヘルパーの仕事を通じて、介護サービスの意味や役割を考えるためのビデ
オです。
　情報センターで蔵書している視聴覚資料の中でも、２年連続貸出ナンバーワンに
なった人気の資料で、研修や勉強会など幅広くご利用いただいています。

12 月受理分
★999人の第九の会　様 ★宗教法人　真如苑　様
　150,000円 3,000,000 円
　（平成13年度より継続） （平成３年度より継続）

★中央大学学員会札幌支部　様　14,500円

札幌市社会福祉協議会へご寄付ありがとうございました

『ふれあい・いきいきサロン』については６ページをご覧ください！

寒い冬でも元気いっぱい！
笑顔あふれる場所が、
ふれあい・いきいきサロン！

サロンでは
いろいろな作品が誕生！

広告
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福祉用具講演会・展示会については・・・相　談　係　011－632－7355
出会いふれあいバザールについては・・・地域ケア係　011－612－6110
FAXはともに・・・011－613－5486

福祉用具講演会・展示会
　高齢社会を迎え、市民の福祉に対する関心はますます高まっており、高齢の方や障がいのある方
の生活を支える福祉用具に対する知識や理解を深める機会が求められています。
　そこで、本会では、市民や福祉関係者の福祉用具等に関する理解を深めていただくことを目的に
下記のとおり講演会を開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。

日　　時　　平成21年２月27日（金）
　　　　　　講演会　13時30分～ 15時　／　展示会　13時～ 16時
場　　所　　札幌市社会福祉総合センター　大研修室（４階）及びアトリウム（１階）他
　　　　　　札幌市中央区大通西19丁目　地下鉄東西線「西18丁目駅」下車徒歩３分

出会いふれあいバザール2009
　社会福祉施設や小規模作業所を利用している方々が心
をこめて作製した製品の即売をいたします。手芸品・木
工品など数多くご用意しております。

日　　時　　平成21年２月15日（日）～ 17日（火）
　　　　　　10時～ 19時
　　　　　　初日の15日のみ12時から開催いたします。
場　　所　　ジャスコ札幌元町店１階　
　　　　　　札幌市東区北31条東15丁目１－１　地下鉄東豊線「新道東駅」下車徒歩３分
販　売　品　　手芸品：小銭入れ、ティッシュケース、ハンカチ、マフラー
（予　定）　　　　　　エプロン、ぬいぐるみ、ブックカバー、レターセットなど
　　　　　　木工品：壁掛け、積み木セット、パズル、写真たて 、まな板など
　　　　　　食　品：天然だし、クッキー、ジャム、ケーキ、コーヒー豆 など

「生活を支える福祉用具
　　　　～賢い福祉用具の使い方」

講　師：福祉技術研究所株式会社
いち　　かわ　　きよし　　

代表取締役　市　川　洌　氏

講 演 会

車いす、杖、入浴用品、ベッドなど、福祉用具関連企業連絡会による
いろいろな福祉用具を展示します。

福祉用具展示会

お問い合せ・お申し込み先

講演会へご参加希望の方は、
２月 25 日（月）までに、下記の
連絡先へお申し込みください。

【講師プロフィール】

早稲田大学理工学部機械工学科卒業後、1971年
より東京都補装具研究所に勤務し、福祉用具の開
発研究、電動義手、天井走行リフトなどの開発を
手がける。1997年から東京都福祉機器総合セン
ターで主任技術員を務め、2001年に福祉技術研
究所を立ち上げる。1980年から1990年代にバイ
オメカニズム学会常任理事、1997年から2001年
に日本リハビリテーション工学協会理事長。「福祉
用具支援論」「福祉用具アセスメントマニュアル」
など福祉用具の選び方に関する著書も多数執筆。

皆様お誘い合わせのうえ、
ぜひご来場ください！

社 協 イ ベ ン ト の ご 案 内

皆様におかれましては、輝かしい新年をお迎えのことと
お慶び申しあげます。
振り返りますと昨年は、年金や後期高齢者の問題、障害
者手帳の偽装問題、児童虐待など数多くの問題が持ち上が
りました。また、経済状況の悪化により、福祉を取り巻く
環境についても厳しさが一層、増した年でありました。
こうした中、本会では、福祉のまち推進事業やふれあい・
いきいきサロン、ボランティア活動振興など、各種事業の
拡充に努め、一定の効果が得られたと考えております。こ
れも関係機関・団体の皆様のご支援とご協力の賜物であり、感謝申しあげます。
また、昨年10月には、新たな取組みとして、『高齢者・障がい者生活あんしん支援セ
ンター』を設置し、高齢者や障がい者等が安心して生活のできる環境づくりを進めており
ます。
さて、今年は丑年です。札幌市の丑年生まれの内訳を見ると、いわゆる「団塊の世代」
といわれる昭和24年生まれ（35,684人）が最も多くなっております。その豊富な経験や
知識を発揮できるような地域づくりが求められており、その仕組みづくりをすることが本
会に求められている役割の一つであると認識しております。本年も、福祉のまち推進セン
ターの活動をはじめとする、各種ボランティア活動への参加促進と地域の支え合いの拡充
に努めてまいりたいと考えております。また、本年は、新たな地域福祉市民活動計画を策
定し、これに基づく取組みを実行する年でもあります。これまで以上に、市民が主体となっ
て参画する地域福祉－「お互いに支え合うやさしい街づくり」の実現を目指す所存でござ
います。皆様のご協力をお願いするとともに、ご指導、ご鞭撻をいただきますよう、切に
お願い申しあげます。
末筆となりましたが、皆様のご多幸とご健勝をお祈りし、年頭の挨拶とさせて頂きます。

札幌市社会福祉協議会　会　長　　森　本　正　夫

新年明けましておめでとうございます新年明けましておめでとうございます

広告

税理士　板垣　美津子
〒００３-００２１　札幌市白石区栄通２０丁目２番５号
TEL　８３６-１０４１番　FAX　８３６-０９６３番

地下鉄南郷１８丁目　徒歩７分

板垣美津子税理士事務所
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地域の誰もが安心して暮らしていくために、住民が力をあわせ、専門機関と協力しながら

進める住民主体の活動で、札幌市内に 88 箇所あります。

活動の内容を検討・決定するのが運営委員会であり、活動は福祉推進員と住民協力員が協

力して行います。

福祉のまち推進センター（通称 福まち）とは？

白石区白石東地区は、地下鉄南郷18丁目駅を中心に北はJR線から南は東北通まで広がる地
域です。65歳以上の一人暮らしの高齢者を対象とした「さわやか交流会」や「ふれあい入浴
ツアー」など、様々な活動を展開しています。
中でも月１回開催されている子育てサロン「このゆびとまれ」は、毎回50組の親子とボラ
ンティアが参加して、子育て家庭の悩みや相談が多く寄せられています。スタッフも相談しや
すい雰囲気づくりに心がけ、無理なプログラムは実施せずに、自由遊びの中で気軽にふれあい
が出来るように努めています。こういった参加者とスタッフの交流こそが、サロンの本来の目
的ではないでしょうか。
その他にも、友愛訪問事業では、町内会と民生委員が協力して訪問活動を実施するなど、地
域の各種団体を巻き込んだ活動が進められています。

地区福祉のまち推進センター白石東

豊平区中の島地区福祉のまち推進センター“あいあい”でも、
ふれあい・いきいきサロンが活発に進められていました。平成
12年に子育てサロン「“あいあい”ゆういんぐ」が豊平区で最初
の地域のふれあいの場としてスタートしました。今では、高齢
者を対象とする「“あいあい”すこやかサロン」も実施されてい
ます。
子育てサロン「“あいあい”ゆういんぐ」では、お母さんたち
からの申し出から、月に１回、バザーを開催して運営資金づく
りをするなど、参加者とスタッフが一体となった運営が進めら
れています。

地区福祉のまち推進センター中の島

手稲区前田地区では、地区内に２か所のふれあい・い
きいきサロンを開設しています。１か所は比較的体力の
ある方を対象に軽体操など体を動かすことを中心にし、
もう１か所では作品づくりやレクリエーションなどを中
心にプログラムを作っています。中でも、作品づくりは
充実しており、カレンダーづくりや手芸、開設当初から
続けている広島原爆広場へ送る千羽鶴づくり、学校へ贈
呈する雑巾づくりなど、参加者が目標を持って取り組む
ことができるものとなっています。
また、一人暮らしの高齢者を対象としたお食事交流会
や温泉旅行でも、サロンのボランティアを中心に、楽し
く工夫されたレクリエーションが行われ、笑ったり歌っ
たり、参加者とスタッフが楽しいひと時を過ごしていま
す。

地区福祉のまち推進センター前田
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やさしい街6 やさしい街 7

縁の下の力持ち～サロンを支える寄付

　ふれあい・いきいきサロンの活動には、皆さまからの寄付金が役立っています。

　社会福祉協議会では、ふれあい・いきいきサロンの運営費の一部を助成しています。

この助成金には、多くの方々から寄せられた寄付金（愛情銀行、八重樫福祉基金、仁

和福祉基金、根っ子の会福祉基金、共同募金）、が活用されています。寄付をしてく

ださる方の温かい気持ちが、サロンを運営するボランティアの方々の活動を通じて、

届けられています。

　笑顔にあふれた街づくりのため！　市民の皆様からの温かいご寄付を心よりお待ち

しています。

○　サロン活動の意義や内容の説明、開設に向けた準備など様々な相談に応じます。
○　サロン活動に関する研修会を開催し、実践者や学識経験者からのアドバイス・助言等を行います。 
また、実際に活動しているサロンへの見学なども調整します。

○　サロンの実践者どうしの交流会やセミナーの開催についてご案内します。
○　活動者（ボランティア）や、参加者の募集に関するアドバイスを行います。
　　また、福祉関係の専門機関や団体との協力・連携などについて調整や助言を行います。

○　万一の備えとして、参加者やボランティアのケガ・事故に対応した保険をご紹介するとともに、
保険加入の手続きを行います。

○　助成制度により、運営費の一部（基本は１回の開催につき 1000 円、年間 20回を限度とし、社
会福祉協議会にサロン実施団体としての登録が必要）を助成します。

○　社会福祉協議会に登録しているサロンの活動情報（日時場所・参加対象・参加方法等）を紹介し
ていますので、是非ご覧ください。

HPアドレス　http://www.sapporo-shakyo.or.jp

　ふれあい・いきいきサロンは、身近な住民どうしの『出会いの場づくり・仲間づくり』を進める活動です。
　皆さんの身近にも、高齢の方々や、障がいをお持ちの方々をはじめ、小さなお子さんがいるご家庭な
ど、なかなか外出の機会が得られず、一人で心配ごと、悩みごとを抱え、寂しい思いをしている方がい
ませんか？
　身近な地域で暮らす住民どうしが集まって“おしゃべり”などを楽しみながら『友達・仲間』の
輪を広げていく！
　町内会館や個人宅など、身近な場所での定期的な交流を通して、一人ひとりの『生きがいづくり』
など、心豊かな暮らしをお互いに応援しあっていく！
　それがサロン活動です。
　サロン活動は、地域からの孤立を予防し、身近な住民どうしが支え合う関係を築き広げていくための
取り組みです。

　札幌市では、昨年 12月末で、350 カ所を超えるサロンが社会福祉協議会に登録し活動しています。
ここで登録サロンの中から、高齢者と子育て世帯を対象に活動している２カ所のサロンの様子を紹介い
たします。

★これからはじめてみよう！ という方へは・・・

★魅力あるサロンづくりのために・・・

★安全で安定した運営を支援するために・・・

★社会福祉協議会に登録しているサロンをホームページで紹介・・・

[ 高齢者サロン ] 西岡４丁目健康サロン（豊平区）

　高齢になっても「心身共に健康でありたい」との願い
を名前にしてスタートしたサロンで、毎月２回、個人宅
を会場に開催しています。
　参加者それぞれが特技を活かし、謡曲、ちぎり絵、習
字、俳句、麻雀など、お互いに教え合いながら趣味を広
げており、仲間で楽しむことが健康づくりには一番大切
と考え活動しています。
　参加者の皆さんも、サロンのよさは、近くて集まりや
すいこと、健康や生活など耳寄りな話を聞けることだと
話しています。そして最も感じている成果は「サロンを
始めて、近所の方々との会話が増えたこと。」これが一
番だそうです。

[ 子育てサロン ] ちびっこ広場（南区）

　地域の子育て中のお母さん達から「児童会館のサロン
がお休みする間も集まれる場所がほしい」という声があ
り、福祉のまち推進センターや民生委員児童委員協議会
など、地域の関係団体が協力して開設したサロンです。
　毎月２回、福祉会館を会場に開催しており、昨年から
は、隣の部屋で開催していた高齢者サロンとも、部屋の
仕切りを取り払い、合同で開催するように工夫したこと
から子育て親子と高齢者の世代間交流も進んでいます。
　主催する団体の関係者は、サロンでの出会いと交流を
通して、地域の中に顔見知りを増やし、互いを思いやり
助け合う関係を築いていきたいと考えています。

地域を元気にする
『 ふれあい・いきいきサロン 』

地域を元気にする
『 ふれあい・いきいきサロン 』

地域を元気にする
『 ふれあい・いきいきサロン 』

社会福祉協議会は『ふれあい・いきいきサロン』
の開設や運営などを応援します！

詳しくは、札幌市の社会福祉協議会か、お住まいの区の社会福祉協議会まで

お問い合わせください

詳しくは、札幌市の社会福祉協議会か、お住まいの区の社会福祉協議会まで

お問い合わせください
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地域を元気にする『ふれあい・いきいきサロン』
情報トピックス・情報センター資料室からのオススメ紹介
ご寄付ありがとうございました

２
３

４～５
６～７
８

も く じ

本誌は赤い羽根共同募金の配分金で発行されています

　盲導犬は、「目の不自由な方を安全に目的地に
誘導する」ことが仕事です。このセミナーは、実
際に盲導犬との歩行や生活を体験してもらうこと
で、盲導犬についての知識をよりいっそう深めて
もらうことを目的としています。
▼日時／３月 21日（土）13時～
　　　　　　22日（日）14時
▼会場・宿泊先／（財）北海道盲導犬協会
▼参加対象者／
視覚障がいによる身体障害者手帳をお持ちの
15 歳以上の方で、これまで盲導犬との生活を
体験したことのない方と同伴者。
原則、北海道、青森県、秋田県、岩手県、新潟
県に在住の方。

▼募集人数／７名
▼参加費／ 2,500 円

▼セミナー内容／
・盲導犬との体験歩行：指導員とともに札幌市
内を歩行します。

・盲導犬の管理体験：食事、排泄、手入れなど
盲導犬の日常の世話をします。

・交流会：参加者や現役盲導犬ユーザーとの交
流です。

▼送迎／
盲導犬協会最寄り駅や新千歳空港までの送迎が
可能です。また、札幌市内近郊にお住まいの方
は、自宅までの送迎も相談に応じます。

▼セミナーの申込
電話もしくはファックスにて受付。
締切は２月 26日（木）となります。
▼お申込み・お問合せ
（財）北海道盲導犬協会　担当：河野さん
札幌市南区南 30条西８丁目１－１
TEL 011－582－8222　FAX 011－582－7715
E-mail e-kono@h-guidedog.org

身近な地域の福祉情報は、お近くの区の
 社会福祉協議会の広報誌をご覧ください。

　　　発行／社会福祉法人 札幌市社会福祉協議会

〒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３階
　　　　　　　 TEL 011－614－3343
　　　　　　　 FAX 011－614－1109
ホームページアドレス http://www.sapporo-shakyo.or.jp/
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8 やさしい街

第６回盲導犬宿泊体験セミナー開催案内　「体験しよう　歩行とココロのパートナー」
～視覚障がいのある方・ 同伴者対象のセミナーです～

今回のオススメはこれ！今回のオススメはこれ！情報センター資料室より情報センター資料室より

「ホームヘルパーの役割と可能性」　　訪問介護実習研究会 監修　中央法規出版
　ホームヘルパーの仕事を通じて、介護サービスの意味や役割を考えるためのビデ
オです。
　情報センターで蔵書している視聴覚資料の中でも、２年連続貸出ナンバーワンに
なった人気の資料で、研修や勉強会など幅広くご利用いただいています。

12 月受理分
★999人の第九の会　様 ★宗教法人　真如苑　様
　150,000円 3,000,000 円
　（平成13年度より継続） （平成３年度より継続）

★中央大学学員会札幌支部　様　14,500円

札幌市社会福祉協議会へご寄付ありがとうございました

『ふれあい・いきいきサロン』については６ページをご覧ください！

寒い冬でも元気いっぱい！
笑顔あふれる場所が、
ふれあい・いきいきサロン！

サロンでは
いろいろな作品が誕生！

広告
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