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平成28ff6月25日、札幌市社会福祉協議会と障がい当事者講師の会すぷりんぐの共催により初めて開催

され、講師21名がリレ一方式で自分の経験や患いをスピーチしました.
講師の皆さんが思い思いのことをお話しし、ボランティアスタッフもさめ多くの方に聞いていただき、障

がいについての理解を深めることができました。(この内容は2頁に)
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ご寄付ありがとうざいました/さっぽろ地域福祉検定 ……12 本誌はホームページでもご覧になれます。
URL http://www.sapporo-shakyo.or.jp/ 

【やさしさっぽろメンバーズ(賛助会員)の募集】
地域福祉のサボーターとして、お互いに豆え合う街づくりの実現のため、ご協力をお願いいたします。

いただいた会費は、札幌市の地域福祉を推進する貴重な財源となります。

個人(1ロ) 1 ，000円 団体(1口)10，000円 お問い合わせ 総務課(電話614-3345)
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障がい当事者からのお話を聴いてみませんか!

直がし1者講師等派遣諜φご紹介]
ますは知ってください!
当事者だからこそ感じて
いる思いを伝えます!

札幌市社会福祉協議会では、体に障がいがあったり心に疾病のある講師が、皆さんの学校や町内会、企業

などにお伺いし、自らの体験をもとに、障がい当事者としての考えや思いを伝える「障がい者講師派遣事

業jを実施しています。

障がい者自身が伝える言葉は、障がいに対する理解や福祉への関心を高める上で、新たなことを気づかせ

てくれるでしょう。

障がい者講師として

もっと勉強して伝えて

いきたい
小林陸男さん

自分の難病に負けそうになり、悩んで泣いたこと

もありました。このまま病気に負けて何もできなく

なっていく自分になりたくないと思った時から病気

との闘いと、私の新しい人生が始まったと思ってい

ます。

車いすに乗るようになって初めて大変さや辛さが

わかりました。私にはできないことがたくさんある

から、周りの人たちのありがたみもわかりました。

病気に負けないために、私は何事も前向きに考える

ように心がけています。

障がいは一人ひとり違う。

一緒に考えてほしい

今回雅子さん

外出できずにすっと家にいるか、遠くの施設に入

るしかない時代に育ちました。障害者差別解消法が

施行されたからといって、障がい者が喜5しやすい

社会になる訳ではありません。自分たちが必要なこ

とを表明しなければ合理的配慮も手に入りません。

みなさんには障がい者と友達になって、ごはんを

食べにいったり、公共交通機関を一緒に利用しても

らいたいです。そうしたら、気づいて驚くことが多

いと思います。

どう生まれてきたか
じゃなくて、どう生き

るか
大谷哲也さん

生まれた時からの障がいをからかわれたことで、

初対面の人と話すことが苦手になりました。

しかし、伝えたい気持ちゃ聞こうという気持ちが

大切だと思います。障がい者の私にしかできないこ

とや伝えなければならないことがあるはす。一度し

かない人生、悔いなく生きるために日々目標を持っ

て行動することを心がけています。

これからは、誰もが自分5しく暮らせるお手伝い

ができればと思っています。

過剰にポジティブにも

ネガティブにも捉えない

Z法
王三 雄大さん

小学生から中学、思春期の問、対人関係のことで

自信をなくして自分がおかしい、周りの人と何かが

違うと感じていました。異性の友達がほしかったの

に、接し方を知らなくて間違った行動をとってしま

い嫌われたりもしました。

発達障がいと診断され、障がいの特性を理解する

ようになってからは「不満を言っても障がいはなく

ならないから、このままの自分でやっていくしか芯

い。まあいつかリと思うと少し気持ちが楽になれ

た気がします。

社会福祉協議会には、障がい者自身が直面している生活課題や皆さんからの疑問について [伝えたいjと

いう意欲をもっ80名を超える講師が登録されています。

また、登録講師等によるボランティアグループ「障がい当事者講師の会すぷりんぐjにおける自主的活動

も広がっています。

皆様からのお芦がかかるのをお待ちしております。

[お問い合わせ]

ボランティア振興課電話 623-4000 FAX 623・0004
障がい当事者講師の会すぷりんぐ URL http://spring-hokkaido.jimdo.com/ 

区社協・事業所等連絡先 (中央区) 0中央区社協 281-6113 0中央ヘルパーセンター あんしん24中央 272-8480
0総合支援センターえがお 231・3294 0訪問看護ステーションあんしん 208-3511 0中央相談センター 272-3294 
0中央区第1地域包括支援センター 209・2939 0介護予防センター大通公園 271・1294
0φ央調査センター 280・7801 0ナイトケアセンター 208-3800 0中央老人福祉センター 614-1001 
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今年も開催します! 見て、触れて、体験しよう!
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良い山
田白鳥周也包
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l セミナー(予定

『腸内フローラ・腸肉環境を整えて美しく長生きリ

アロン化成、協同乳業株式会社所属農学博士

I高齢者に多い膏推察患~健康審命をのば宮ために-J
札幌スパインクリニック院長渡謹吾一氏

『救命導入構習会j

札幌市消防局予防課・中央消防署

『熊本県地震の経強から~避灘所になった介種施設、

ぐ 被災時に必要な福祉用具などJ(仮題}

熊本訪問リハビリテーション研究会会長野尻晋一氏

『地場での禽支爆体制の構築へ

~リハ・ケア関連各専門醸の役割を考えるj

のみとみ安心ネット札幌副代表

札幌西円山病院リハビリテーション科医師 橋 本 茂樹氏

r2018介謹保険改正憲新情報J(仮題}

シルバー産業新聞編集長安田勝紀氏

お申し込み・お問い合わせは、こちら!(10月上旬アップ予定)

http://www.sapporo-shakyo.o仁jp/
総務課 614-3345

-J強襲安三

障がい事業所 l 

-ーー三づくりマーケ竺--・-

※写真li!:昨年度の様子

~ 

あなたも癒しのスキルを身につけませんか?

養成講座受講生募集!

アンコンシャスカラーセラピー養成講座 フットケアセラピス卜養成講座

「色でわかる心とからだJ30秒 将来のお仕事に、自分自身の

であなたの心とからだの状態 スキルア、ソプに、ボランティ

がわかる診断法です!中級まで アに、 ご家族の癒しにと様々

取得後(a、セラピス卜として活 な場面でご活用いただけるス

躍できます。 キルです。

初級コース6時間 中級コース18鴎閤 4日間コース

アンコ山ャスカラー色彩生理心理学研究会描蔵部 N間宮入脚肋i!ーション琳ケア協会館鵠量

詳細はζちらまで各講座担当公認講師 高橋 晴美

TEL.FAX 011 (813) 51 06 携帯電話090(1383) 1150 

区社協事業所等連絡先(北区)0北区社協 757-2482 
O:ltヘルパーセンターー あんしん24:lt726-7810 0北相談センター 717-3294 0北区第1地域包括支援センター 700-2939 
0北区第2地域包括支援センタ ワ36-4165 0北区第3地域包括支援センター 214-1422
0介護予防センター新道南 ワ07-4129 O:lt調査センター 708-5512 0屯田西老人デイサービスセンター 773-4171 I e 
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元気のレシピでは、社協の事業に協力してくれているボランティアさんへのインタビューを通

して、福祉活動に参加する乙との楽しさや活動者の元気の秘訣などについて紹介をします。

今回は情報センターの学生レポーターとして活動する北星大学4年生の後藤龍太郎さんにお話

を聞きました。

同じ世代に福祉を伝えたい!
Q 学生レポーターに参加したきっかけは?

A 大学で福祉について学んでおり、社会福祉協議会の活動に興昧がありました。

この事業が今年度から始まることを知り、学生の立場で何か伝えることができた

らいいなと思い、応募しました l

Q 学生レポーターでの活動内容は?

A 社会福祉協議会のホームページで、福祉について自分が体験したことや感じた

こと、取材したことについて記事を投稿したり、情

報センターの事務室に設置するフリーペーパーを作

成しています。

Q 実際にレポーターとして活動してみて感じている

ことはありますか?

A 月に 1固くらいレポーターみんなで集まってフ

リーベ-J¥ーを作成するのですが、他の大学の方も

いてわいわい楽しくやっています|福祉に関心がな

いような同じ世代の人にこそ伝えられるような活動"ー---------

を目指します! I 学生レポーターって何?

情報センターの事業として、学生の目線・学:

生の言葉で様々な福祉情報を発信することで、

若い世代にも広く興昧をもってもらうことを，

目的として、今年度から始まった取組です。 ; 

学生の投稿記事はこちらから↓

http://www.sapporo・shaky0.or.jp/reporter/;

情報センター資料室ってどんなところ?
福祉に関する図書や資料、 DVDの他、児童書や絵本、文芸作品、小説などの貸出を行っています。小さいながら

も、福祉の専門書や読み聞かせ用の大型絵本 ・紙芝居などが充実しているので、ぜひ一度お立ち寄りください!

ちなみに学生レポーターが発行するフリーペーパーはここでしか読めません !

Jト回JアレガートパレヌJfJ
民γ1 '11~...i:l望盛E邑置諸活d""rnIi~温r=--，y'玄コヨ・・....

4・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・‘
- 平成26年北区北31泰西4丁目にオープン(12陪竃・104声1
・ 地下鉄南北線「北34条駅Jから徒歩3分(交通至便)

i 入居一食付
随跨関催中

24時間職員常駐の安心・安全・快適な住まい B直己希望の切合1:."にお申し込み闘います

月額利用料金介護居室(1R:Aタイプ)188，300円 場所

(食費込み) 一般居室(1R:Aタイプ)138，300円
(1R:Bタイプ)143，300円

※一般居室残り少なくなっています 申込先

l 資料請求お問い合わす先 I株)円い山内不居相談室I附北区北~条酉...目3醤1開函山口J臼ー[jr:J111
区社協・事業所等連絡先 (東区) 0東区社協 741-6440 0東ヘルパーセンターーあんしん24東 ワ53-4270
0東相談センター 751-3294 0東区第1地減包括支援センター 711-4165 
0東区第3地減包括支援センター ワ22・4165 0介護予防センター北栄 751-1294
0策調査センター ワ33-1376 0東老人福祉センターワ41-1000

。

。
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[日 時]平成28年10月26日 (水)

13 : 30~14 ・ 30

[会 場]札幌市社会福祉総合センター 4階

大研修室

[参加費]無料

[定 員]250名〔※先着順〕

[申込受付]9月12日(月)~ (電話、 FAX、直接受付)

[予定内容]フリーアナウンサ_.田中隆子さんと高校放

送局OGのコラポ「あらしのよるに」ほか

[お申込み・お問い合わせ]

情報センター資料室

電話 614-2001
FAX 615-2666 

〈

り
げ

「ひとりぼっちをつくらない」

勝部麗子グ著全国社会福祉協議会

豊中市社会福祉協議会でコミュ二ティソー

シャjレワー力ーとして奮闘する姿が、様々 なメ

ディアで取り上げられて話題になった勝部麗

子さん。本書では、ごみ屋敷、ひきこもり、

ホームレスなど、経済的困窮や社会的孤立を

抱える人々の支援に、勝部さんと地域住民が

取リ組んだ事例が紹介されています。

勝部さんのこれ

までの経験や、課

題を解決する際の

考え方を、詳しく知

ることができる貴

重な一同です。
品--

院正直面~..IiiiiiiI明盲沼叫沼崎謀・E匝相üill~.・室町田mtm~~隔河冨

; :入7f早冷Tff宇，ヘぺ
10月48(火)ト、正午力か1¥5、札幌を中心に活躍する若手演奏家で組織する 「奏楽(そら)Jによる演奏会を

一階ア卜リウムで開催します。

ぜひ、気軽にご参加ください。

く

~6 月 24 日に開催した演奏会の様子(写真)~

「主よ人の望みの喜びよJ
「夏は来ぬj

「ガブリ工ルのオーボエJほか

(右)岩崎 弘昌氏/f奏楽Jの代表者・札響副主席オーボエ

(中央)前田朋子氏/ピアノ
(左)小林佳奈 氏/ヴァイオリン

匡習

管問一…北星学園大学
北星学園大学短期大学部

|大 学 院 |社会福祉学研究科/文学研究科/経済学研究科

|文 学 部 |英文学科/心理・応用コミュニケーション学科

|経済学部Ii経済学科/経営情報学科/経済法学科

|社会福祉学部 |福祉計画学科/福祉臨床学科/福祉心理学科

|短期大学部|英文学科/生活創造学科

干004-8631札幌市厚別区大谷地西2丁目3番1号

TEL.(011)891-2731 [代表1 URしhttp://www.hokusei.ac.jp

区社協 -事業所等連絡先 (白石区) 0白石区社協 861-3ワ00
0白石 ー厚別 清巴ヘルパーセンター 896-9610 0白石老人福祉センター 851ぺ551
0白石・厚別 ・清田相談センター 801-3294 0白石 毛厚別 清回調査センター 801-3623 。
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7/0ろ 共同募金運動開始から70年を迎えます
U句もO th，.._，これまでのご協力に感謝し、これからもよろしくお願いいたします~

赤い羽根共同募金は、民間の運動として戦後直後の1947年(昭和22年)に、市民が主体の取り組みとして

スター卜しました。当初は戦後復興の一助として、戦争の打撃をうけた福祉施設を中心に資金支援する活動

としての役割を果たしてきました。

その後、「社会福祉事業法(平成12年社会福祉法に改正)Jという法律をもとに「民間の社会福祉の推進J
に向けて、社会福祉事業の推進のために活用されてきました。

そして70年たった今、社会が大きく変化する中で、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む、民間団体

を支援する仕組みとして、また、市民のやさしさや思いやりを届ける運動として、共同募金は市民主体の運

動を進めています。

今年も10.月!?日か5赤しも羽根共同募金運動がはじまります!J
運動期間 10月1日(土)-12月31日(土)

今年ち、赤い羽根共同募金運動が始まります。町内会を中心として集める「戸別募金J、法人・企業と

して集める「法人募金J、職場で集める [職域募金j、街中で声をかけて集める「街頭募金Jなどがありま

す。いつも皆様のご協力に大変感謝しております。今年も、よろしくお願いいたします。

集まった募金の約70%は、募金をいただいた地域で使われています。残りの30%は、みなさんの住

んでいる市区町村を超えた広域的な課題を解決するための活動に、道内で使われています。

障がいのある方や施設の支援に

(就労支援事業所シフォン亭ほやほや)

隣近所の支え合い活動

(豊平地区社会福祉協議会)

地域の交流促進

(手稲中央地区社会福祉協議会)

わたしたちの募金は、高齢者や障がいのある方、そして子育て家庭を応援する地域組織(地区社会福

祉協議会・地区福祉のまち推進センター)やボランティア .NPO団体や就労支援事業や障がい者施設

などに助成され、有効に活用いただいております。

災害時における被災者支援のボランティア活動に
共同募金会では、災害発生後、即座に災害支援を行えるよう平時より毎年の募金額の一部を、法令に

基づき災害等準備金として積立ています。この準備金は、被災県に設置の災害ボランティアセンターや

ボランティア団体の活動支援などに役立たれますが、仮に被災県単体での積立金が不足した場合で、あっ

ても、被災県以外の都道府県共同募金会が保有する災害等準備金の中から被災県共同募金会ヘ拠出する

ことができる、共同募金独自の災害時におけるたすけあいのしくみです。

東日本大震災や熊本地震においては、被災地に入るボランティアの受け入れ、 各種情報 ・資機材の提

供などを行う[災害ボランティアセンターJを設置 ・運営するためなどの資金として、役立てられました。

区社協事業所等連絡先(厚別区)0厚別区社協 895-2483
0白石厚別清田へJレバーセンター 896-9610 0白石 厚別 ー清田相談センター 801-3294
0白石・厚別 ・清因調査センター 801-3623 0厚別老人福祉センター 892-2211 

。
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抽出;~.f.. ~詔~~ -ð?'if-3(J)~~~ 一ー
募金付きダッズもさらに充実していま宮!

赤し1羽根共同募金運動の新しし1寄付の仕組みとして、募金付きピンバッジを推進しているほか、日本八ム

ファイータースや北海道コンサドーレ札幌などのプロスポーツ団体が、赤し1羽根サポーター宣言を行い、様々

な場面で大きな協力をしていただいております。

〔ご当地キャラクタービンバッジ1個lm'I']円】
札幌市共同募金委員会 北区 白石区 厚別区

豊平区 清田区 南区 手稲区 北海道共同募金委員会

募金付きク、ッスは、制作費を除いた金額が赤い羽根共同募金に寄付される仕組みになっています。

今年も初音ミクが応援してくれます!
このプロジェクトは、多くのみ

なさんに「赤い羽根共同募金」に

関心を持っていただくこと、特

に、若い世代のみなさんに参加を

していただき、住民同士の支え合

い活動をすすめ、安心して暮らす

ことのできる地域を目指すことを

目的として実施しています。

[主催1
・北海道共同募金会

目札幌市共同募金委員会

-クリプ トン ・フューチャー ・

メディア株式会社
'"'"耐旭町 by~I / ~ 
。。初球四F.... ・.... 白骨制c_.. ・M・"・，.繍w・

f支え合うココ口、未来へo_lPJ
イラストパネル展関催決定!

日時 10月25日(火)~27日(木)
1 0 : 00~20 : 00 (予定)

場所札幌駅前通地下歩行空間

北大通交差点広場(西)

募金のお礼に、オリジナルクリア
ファイル、組立式募金箱、左のピン
バッジなど用意しています。また、ク
リ工イターのみなさんの、初音ミクと
赤し1羽根のコラボイラストも展示いた
します。みなさんぜひ足を運んでくだ
さいね!!詳細については、 本会ホーム
ページでご確認ください。

日八ム・コンサドーレ札幌も引き続き応援してくれます!

POllY qa図 r

缶バッジ200円 クリアファイル300円 箸600円 大型缶バッジ500円

これらの募金付きク、ッスは、札幌市 ・区社会福祉協議会の事務所にございます。

(一部取り扱っていない場合もございます)

区社協-事業所等連絡先(豊平区) 0霊平区社協 815-2940 0豊平ヘルパーセンター 83ワー3171
0豊平相談センター 837-3294 0軍平区第 1:地主義包括支媛センター 841-4165 0介護予防センター美園 81ワ-1294
0重量平調査センター 83ワ-3301 0豊平老人福祉センター 811-5201 

@ 
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a 笠さん 2

1訟がてぺルJいかわら版
札幌市社会福祉協議会のヘルパーセンターは、介護保険法における訪問介護や、障害者総合支援法におけ

るホームヘルパーの派遣を行っています。

匡亘

「ヘルパーかわら版jでは、ホームヘルパーの奮闘ぶりをご紹介していきます。

今回の二つの事例は、ヘjレJ'¥ーさんへの信頼があらわれたケースです。
① 80歳代の男性利用者さんの遠くに住んでいる娘さんが帰省していた時、活動終了時の挨拶

をしたところ、 『父に電話でへルパーさんってどんな人?と聞いたら、「いつもピシッとアイロ

ンがかかったエプロンをして、きれいにしてくれる人」と答えたので、遠くに居てもその言葉

に安心しました。jとたくさんの感謝と労いの言葉をいただきました。

利用者さんは今まで 1度もエプロンの話をされた事はなかったのでピックリしたのと同時

に、見られているのだと思いました。利用者さんの後ろにはご家族がいらっしゃる事を改めて

実感しました。

ヘルパーになってからアイロンエプロンを続けてきましたが、初心に戻り誠実に仕事をしよ

うと、嬉しさと共に感じました。

② 70歳代の女性の利用者さんですが、訪問時に電話がかかり、銀行の名前とか郵便局のこと

を話していました。電話が終わり、利用者さんに何の電話か尋ねると、 「区役所からで医療費の

還付金があるので、振込先を教えてほしい」と言われたそうです。

ご本人は銀行にしょうか郵便局か迷われていましたので、 「振込め詐欺かもしれないからも

う1度電話が来たらよく話を聞いて、ご家族に相談したほうがいいですよ」と伝えました。訪

問中に再度電話がかかり、利用者さんが困惑していたので代わって話をし、 「詐欺なら警察に

連絡する」と言うと突然電話が切れました。利用者さんは 「もう少しで被害にあうところだっ

た」と驚いていました。被害を未然に防ぐことができ、ヘルパーがいる時間に電話対応がで

き、よかったと安心しました。

ヘルパーは見られているのですね。あたりまえのこととしてず.っと続けて

きたことが「信頼されるヘルパーJとして評価されるのは嬉しいことです。

ご家族から安心して任せられると思われるのはヘルパー冥利に尽きますね。

②では、被害を防ぐことができて本当に良かったです。ヘルパーの仕事は

利用者さんに寄り添うことで「安心できる生活Jを支えていくんですね。

女10パ5(土)11/26(土)帯広女10/16(日)11/27(日)釧路女開催決定! 鍾軍最届釜島戸生~<7f1?)~逼旨@

シニアライフカウンセラー養成講座寝室直事軍事害毒護軍~~
後握:北海道新聞社・札幌高工会断6札幌弁護士会・札幌市社会福位協会・キャリアパンクーーーーーーー盟国

ーーーーーーーーーーー~I・• .Ji逼lio~哩亙~捕すw電信長C'la:;.~:~nfi・・・・・・・・・・・
10月1日(土).11月3日(，軒祝)、12月3日(土)

高齢者が抱える繊々な図りごとや悩|高齢者住宅/介護保陵制度/健康・医療肝明曙胃明明朝曹司需里{目)・11月四土問月4日{目}
みごとを総合的にザポートし、解決|見守り・後見制度/椙続適曾 生活支媛圃圃圃園田園・・
へ導いていくのがシニアライフカゥ|財産管理・税金/a.，a/エンディングノートご二ごて?一一一一… B:J-:::t~~S.tU: 

.，泊I~j~ar@・E彊・

ンセラーの役割です。 Iコミュニケーシヨン能力/お片付け生前盤理 ti  .'，1101詑132233725T笠宮EAr-321f22;細 1陪

この腸座に関するお問い合わせ、お申し込みは ・m制魁テキスト2冊分、毘閉聖書みます.古帖置に斑払い宿直轄をと車内いたし肘.

一般社団法人 シニアライフサポート協会 .2ZZぷtffzrt:ZJおおよ:ぉ;ん
NPO法人 札幌高齢者住まいのサポートセンター TEL 011・200・0947FAX 011-351・2611
干060-0052札幌市中央区南2条東1丁目1-11第五自ピル1F 

之晴、

シニアライフ相談サロン代表理事小番 一弘 邑記溢溢品起草逼孟画

区社協・事業所等連絡先 (清田区) 0清田区社協 889-2491 

詳細l孟ホームページI.:-.- o7:.J'-，引内勺相=ー 11'哩聖霊'"へ
でご確認ください l J ー， ...~， ..."，，-..._ 1，;.... 1.箇畠温λJ

0白石 ・厚別 清田ヘルパーセンター 896-9610 0清白老人福祉センター 885-8500 
0白石・厚別・清田相談センター 801・32940白石・ j享別・清因調査センター 801-3623 

。
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鍾議認闘関図
養護老人ホーム札幌市長生園

管理栄養士吉田めぐみ

今回は “秋の昧覚"について!
暑さも和らぎ、過ごしやすい季節となりました。秋といえば、芸術の秋、スポーツの秋・・・色々と思い浮か

びますが、何といっても「食欲の秋jという方が多いのではないでしょうか?

今回は、美味しい秋の食材の栄養について、ご紹介いたします。

秋の代表的な食材“サンマ"

血液をサラサラにするEPAや脳の働きを活発にするDHAが含まれており、たんぱく質も豊富です。消化を

助ける効能もあるので、胃がもたれるという方には、お勧めな食材です。

松茸、まいたけ、しいたけなどの “キノコ類"

食物繊維が豊富でありカルシウムの吸収に必要なビタミンDが含まれています。エネルギー値が低いの

で、体重の気になる方や生活習慣病予防にも役立つ食材となります。

まだまだたくさん

ら、力ラダに良いから、と言って食べ過ぎないよう注意しましょう。

E注量~~週・E徒主~回E・

医国

今回は、札幌市厚別老人福祉センターの教養講座からご紹介いたします。

『健康ヨガ』とは
呼吸法とストレッチを行い、脳をリラックスさせ、ホルモンバランスを整える事を目的としています。

『健康ヨガ』の効果
①身体の歪みを調整し血行を良くする②肩凝りの解消③冷え症改善等に効果があると言われています。

f健康ヨガ』の構成
身体に無理のないプログラムで構成されており、 運動不足になりがちの高齢者の健康づくりに繋がってい

。高齢者向け置良賃貸住宅

ます。利用者さんからは「身体が軽くなったJ等、喜びの

声が上がるほど、大変好評な講座となっています。

今回紹介した 『健康ヨガ』は、 来年度新たに受講生を募

集いたします。そのほかにも、 様々な講座を行っています

のでお気軽にお問合せください。

お問い合わせ 札幌市厚別老人福祉センター

電話 892-2211

。 サンアデヂニュー~!;_型
W 元L(01i)872・ω108

~温E且 ~J ←ピス帽・・."，四

開芝印刷51μ仲峨

区社協 ・事業所等連絡先(南区) .0南区社協 582-2415 0南ヘjレバーセンタ 588-8621 
0南相談センター 581-3294 0介護予防センターまこまない 581-1294 
0南調査センター 588-8360 0南老人福祉センター 591-3100 。
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包回一一一四ーーーー地繊支え合い有償mランティア事業
協力会員出張霊録説明会

地域支え合い有償ボランティア事業を行う「ほっ・とプラザjでは、毎月、家事の手助けや外出時の

付き添いなどを行う協力会員(有償ボランティア)を募集しています。

今回の登録説明会は西区で初の開催となります。西区・手稲区にお住いの方、お気軽にご参加くださ

い。ボランティア未経験の方ち大歓迎です。

活動にあたっては、午前の説明で Iほっ・とプラザjの趣旨を賛問いただいた方に会員登録をしてい

ただき、午後からの活動前研修を受けることで、実際に有償ボランティア活動を行うことができるよう

になります。

活動の謝礼は1時間700円程度(交通費実費支給)です。

[日 時]平成28年9月27日(火)10: 00~15 ・ 30 (登録者のみ、午後の研修会に参加)

[会 場}札幌市社会福祉協議会西事業所会議室(西区琴似1条6丁目4-3札幌琴似第一ビ]レディング2階)

[講 師]札幌市社会福祉協議会ボランティア振興課職員

[年会費]700円(登録者のみ)

[定 員]30名(先着順)

[お申込み ・お問い合わせ]ほっ・とプラザ 623-4010 

_， 

介護職員初任者研修受講者募集中

通信コース(昼間)

[日 程] 平成28年1 1 月 1 日(火) ~平成29年1 月20日(金)

[曜日・ 時間帯]平日(月~金)概ね9:00~16: 30 通信制(通学日数約18日間)

[研修会場]札幌市社会福祉総合センター4階 ボランティア研修室

[受講料]62，000円(講習料+テキスト代)

[定員]18名

[事前説明会]9月27日 (火)10: 30から1時間程度。 会場は上記「研修会場Jに同じ。

当日、直接会場にお越しください。

[特待生制度]キャッシユパック制度あります

資格取得後、 一定の条件を満たす方には、 講習料をキャッシユパックいたします。

[お申込み ・お問い合わせ]福祉人材研修係 電話 623-0010

。

画

121lHIlゐ
毎日が展示場

介護保険による福松用具の販売・レンタル、
手すり・バリアフリーなど住宅改修

!日障がい者手帳による日常生活用具鎗付事業も対応いたします。

-営業時間/年中無休日目を除く)~9:00-t9:00 
札幌地区
西岡腐 豊平区西岡1条8丁目8番1号 (011)858-1717 
発寒追分過底 西区発駒条14丁目516勧告210号 (011)669・3ω5
厚別東唐 厚別区間IJ東5条1丁目2番10号 (011)809・5ω8

旭川地区宮前庖 函館地区 石川庖 帯広地区音更庖

区社協事業所等連絡先(西区)
0西区社協 641-6996 0西ヘルパーセンター あんしん24西 613-4020 0西杷談センター 618-3294 
0西区築2地域包括支援センター 661-3929 0調査センタ 632-5686 0西老人福祉センター 641-4001 

@ 
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平成28年度

『障がい者の権利擁護と虐待防止を考えるシンポジワムJ

「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)Jが施行され、

5年目を迎えます。この問、 札幌市において障がい者虐待防止に関わる広報、啓発活動を広く市民の皆さ

まに向け実施してまいりました。今年度は「障がい者の権利擁護Jr障がい者福祉施設及び就労の現場で

の虐待防止への取組等jから障がいのある方の権利擁護 ・虐待防止を考える事を目的に下記のとおりシン

ポジウムを開催いたします。

[日 時]平成28年11月7日(月) 1 3 ・ 30~16 : 45 

[場 所]札幌市社会福祉総合センター4階大研修室

[定 員]300名(先着順)

[内 容]①基調講演 :西宮市権利擁護支援センター運営委員長

NPO法人おおさか地域生活支援ネットワーク理事長 北 野 誠 一 氏

②シンポジウム:社会福祉法人札幌緑花会松泉グループ総合施設長 光 増 昌 久 氏

NPO法人きなはれ就業・生活応援プラザとねっと

センター長重泉敏聖氏

(株)シムス 代表取締役斎藤規和氏

[参加対象]障がい者福祉施設従事者 ・障がい者関係団体及び機関 ・その他障がい福祉に関心のある方

[参加費]無料

[申込期間]平成28年10月1日(土)~11 月3日(木)

[申込方法]札幌市コールセンターまで下記方法にてお申込みください。

-電話 222-4894(年中無休、 8: 00~21 : 00) 

. FA X  221-4894 

(FAX申込様式については、札幌市社会福祉協議会ホ一ページにてダウツロードできます。)

.WEB申込み(札幌市コールセンターホームページをご確認ください。)

[お問い合わせ] 札幌市コールセンター (問い合わせ対応は10月1日 (土)からとなります)

札幌市社会福祉協議会 高齢者 ・障がい者生活あんしん支援センター

電話 632-7355(担当/佐藤 ・丹羽)

(問い合わせ対応は平日9: 00~17 ・ 00となります)
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平成27年度の講演会の様子

総務部 地減福祉部

総務課 展示ホール 614-3345 ボランティア活動センタ 623-4000 

経営財務課 614-3343 福祉人材研修係 623-0010 
ほっ とプラザ 623-4010 

社会福祉総合センター 614-2948 さっぽろ子育てサポートセンタ 623-2415 
情報センター資料室 614-2001 高齢者・障がい者生活あんしん支援センター

地域福祉部 (権利擁護係) 632-'7355 

地域福祉係 614-3344 施訟福祉部

札幌市共同募金委員会 614-3532 
施設福祉係 614-1002 
養護老人ホーム札幌市長生園 614-11 '71 

生活福祉係 614-0169 札牒市保養センタ 朝司 583時8553
介護事業部 地主義包括部

訪問介護係・支援事業係 623-0001 地減包括係 623-4021 
調査係 623-4022 

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
電話(011) 614-3345 (代表)

FAX (011) 614-1109 

区社協事業所等連絡先(手稲区)
0手稲区社協 681-2644 0手稲ヘJレバーセンター 684-8050 0手稲相談センター 683-3294 
0介護予防センター中央 ・欽北 682-1294 0手稲調査センタ 686-2'750 

@ 



，ョ~、3・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・圃イ... 冨ロワ?で官官0)ef=3 ~O 6 tt ---で竺竺竺
陰里~~~BM::I;; n H')'-~~~L\* I ."t-~ @ ご寄付ありがとうございました@

2016年 6月 30日
2016年 7月 19日
2016年 7月 23日

2016年 7月 23日

2016年 7月 23日

2016年 8月 5日

展示ホールサポータ一 様 8，200円
全日本音楽教室指導者連合会様 • 19，496円

中央区大通地区西18丁目町内会様 5，000円
(寄付者の意向をもとに、長生園で活用いたします)

円山商庖街振興会様 5，000円
(寄付蓄の意向をもとに、長生園で活用いたします)

大通地区町内会連合会女性部様 5，000円
(寄付蓄の意向をもとに、長生園で活用いたします)

デイサービスユーカリのE様 5，000円

ご寄付にかかわるご相談は、総務課でお受けしております。(電話 614-3345)

骨-~回RREHE--羽田
「さっぽろ地域福祉検定Jは、 札幌市社協の地域福祉推進にご協力いただいている企業とともにお送

りいたします。令回は公益財団法人札幌市防災協会様に応援していただきました。

tiliI 
防災協会で販売

している非常食

(500円相当)を

10名様にプレゼ

ントいたします。

災曾パーチャル体oコーナー ポーサちゃん

・入信軍司照明・闘館時間9:30可 16:30(年末年始係働 ・地下銀東西緩『南郷7丁目J駅司滞出口径!ll3分

干003-0023
安全・安I~をサポートします l@ 札幌市白石区南郷町田町

公益財団法人札幌市防災協会 TEl.011-861-1211 

陸部幽囚閥単悶H・L-=t=理
@ 合年度の募金付グツズ(ご当地キャラクターピ

ンバッジ)では、新たなキャラクターも登場 !
そのキャラクターは次のうちどれでしょうか。

A ボーサちゃん

B テレビ父さん

C マルヤマン

ZiJ:"1Ii建9】周防局者

①住所②氏名③電話番号④クイズの答えを記入

のうえ、下記まではがきかFAXでご応募ください。

平成28年10月11日(火)必着

〒060-0042札幌市中央区大通西19丁目1-1 
札幌市社会福祉協議会地域福祉課検定クイズ係
【FAXの場合は(011)614-1109まで】

応募多数の場合は抽選のうえ当選者を決定いたしま

す。当選者の発表は景昂の発送をもって行います。

<<7月号の答え A(70年)が正解です。赤い羽根共同募金はおか

げさまで70周年を迎えます!>>

福祉隊雷協力員募集申!!
自力で除雪が困難な高齢の方や障がいのある方などに、道路に面した出夙Fり口部分

(間口)と五関先までの通路部分(敷地内)の雪を12月 1 日~3月25日までの期間、
除雪に協力してくださる協力員を募集しております。協力員には、シーズン終3後、
1世需21，000円を活動費としてお受払いします。

詳細:地域福祉係・各区社会福祉協議会

「さっぽろ地域福祉検定jにご協力いただける企業・団体を募集しています !

「さっぽろ地域福祉検定Jのクイズの景昂を提供いただける企業 -団体を募集しています。ご協力いただいた場合は、本誌
を通じて広告PRをさせていただきます。クイズの景昂は、 20名分ほどご提供をいただければ幸いです。詳細については、
地域福祉係(電話614-3344)までご連絡ください。
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