
  

 

    

ボランティア・市民活動センター情報 

毎年 12 月に入ると、カレンダーリサイ

クル活動にご協力いただける企業や団体、

個人の方々から、次々にカレンダーなどが

寄贈され、事務所前の廊下が、段ボール箱

に分けられたカレンダーなどでいっぱいに

なる風景は、今や冬の風物詩となっていま

す。 

寄贈いただいたカレンダーや手帳など

は、小樽市内で必要とされている福祉施設

や、福祉センターをご利用の方々などに無

料で配布しており、今年は 91 の企業･団

体･個人の皆様から、合わせて 6,723 本を

お預かりすることができました。 

配布先の 1 つ、｢介護老人保健施設 ラポ

ール朝里温泉｣様から、素敵な写真と共に

礼状が届きました。 

皆様からの温かい善意は、間違いなく笑

顔を生み出しています！ 

ご協力ありがとうございました。 

平成 30 年３月 27 発行 （平成 29 年度 No.３） 

 

《ご協力いただいた皆様》（順不同、敬称略） 

●清水建設㈱北海道支店  ●ＪＲ北海道 工務部    ●㈱昭和窯業     ●荏原商事㈱北海道支店、東京支社 

●ときわ事務器      ●土地家屋調査士 小鷹正彦事務所         ●富士ゼロックス北海道㈱小樽営業所 

●第一管区海上保安本部  ●㈱猪田材木店       ●幸進タイヤ店    ●西條産業㈱  

●北海道後志総合振興局小樽建設管理部（朝里川事業課）、（建設行政課）    ●日清紅飼料(株)小樽工場  

●北海道開発局小樽開発建設部、（小樽道路事務所）   ●北海道漁業協同組合連合会 小樽支店     

●㈱小樽水族館公社（おたる水族館）          ●山吹商工㈱     ●かんぽの宿 小樽 

●北海道電力㈱小樽支店   ●東日本高速道路㈱小樽工事事務所         ●よしむら㈱        

●共立塗料㈱       ●竹内化成㈱        ●㈲大森産業     ●須貝運輸㈱  

●小樽ろうあ協会      ●新日本婦人の会 小樽支部 ●保健所        ●小樽市役所       

●教育委員会       ●小樽市社会福祉協議会     

●みずほ証券㈱ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ部          ●㈱東芝 社会貢献   ●ＡＮＡセールス㈱    

●㈱ヤラカス舘 東京支社 ●日本電気㈱宇宙･防衛営業本部 第三防衛営業部  ●ｱﾏｿﾞﾝｳｪﾌﾞｻｰﾋﾞｽｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱    

●日本カーソリューションズ㈱経営企画部        ●㈱虎玄       ●ダイヤオフィスシステム㈱    

●東洋建設㈱       ●住友ベークライト㈱    ●ケネディクス㈱   ●キヤノン㈱ＣＳＲ推進部  

●藤森工業㈱沼田事業所、昭和事業所、静岡事業所、本社、大阪支店       ●㈱奥村組 技術研究所  

●旭化成ホームズ㈱ｵｰﾅｰｻｰﾋﾞｽ推進本部             ●薬樹㈱           ●㈱グリーンセンター 中村園芸       

●デュプロ販売㈱      ●公益社団法人日本生化学会 ●中日本高速道路㈱  ●ブラックロック･ジャパン㈱ 

●㈱リクルートアドミニストレーション           ●アシストＶ㈱    ●東京海上日動火災保険㈱  

●古川電気工業㈱千葉事業所、平塚事業所、横浜事業所  ●㈱パスモ        ●ｹﾈﾃﾞｨｸｽ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱    

●シニア元気教室 いきいき ●小樽朗読友の会        ●小樽更生保護女性会 ●ドッグエンジェル HIKARU 

●潮陵高校すけっと同好会  ●NPO 法人鉄道文化保存会 ●Ya･Re･Ru･Ko･To 実行委員会  ●道内外含む個人の方 



                  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ30．２．24 （土）  

地震、津波、洪水、大雪、土砂･･･など、自然災害は小樽で起こらないと断言できますか？ 

答えはＮＯ！です。そして、災害は、場所や時間を選んでくれません。 

 小樽で大地震が発生したと想定し、開設される避難所を運営する側になると、どのようなことが起こ

り、どのような対応が求められるのか。｢避難所運営ゲーム HUG(ハグ)｣の北海道版『北海道版～Ｄｏ は

ぐ～』を使い、小樽ボランティア会議(事務局：小樽市ボランティア・市民活動センター)主催による研修

会が、２月 24 日(土)、総合福祉センターで行われました。 

 講師に北海道防災士会の横内春三氏ほか５名をお迎えし、７つのグループに分かれて、ワイワイガヤガ

ヤと意見を出し合いました。 

 21 団体、２個人を含む 52 名の方に参加していただきました。アンケート結果から｢小樽は坂が多いの

で、避難所に身体の不自由なお年寄りが行けるかどうか。｣｢坂が多いので土砂崩れが考えられる。｣など、

小樽の地形から考えられる問題点を指摘される方や、｢町内会で、もっと地域の災害について考えていかな

くてはならないと思う。｣｢地域のコミュニケーションの大切さを感じた。｣と、身近な問題に置き換えて考

える意見が見られました。 

 参加された方々が｢もしも･･･｣を他人事ではなく自分事として捉え、熱心に取り組む姿を見て、防災につ

いての意識が地域に広がりを見せていることを感じ、頼もしく感じました。 



当センターに登録しているボランティアをご紹介します 

 

 

 

         

 

  

 

                   

 

 

      

 

 

 

加 入 プ ラ ン 
平成 29 年度（変更前） 平成 30 年度（変更後） 

Ａプラン Ｂプラン Ａプラン Ｂプラン 

 

 

 

 

保険金額 

死亡保険金 1,320 万円 1,800 万円 1,040 万円★ 1,400 万円★ 

後遺障害保険金 
1,320 万円 

（限度額） 

1,800 万円 

（限度額） 

1,040 万円★ 

（限度額） 

1,400 万円★ 

（限度額） 

入院保険金日額 6,500 円 10,000 円 6,500 円 10,000 円 

手 術 

保険金 

入院手術 65,000 円 100,000 円 65,000 円 100,000 円 

外来手術 32,500 円 50,000 円 32,500 円 50,000 円 

通院保険金日額 4,000 円 6,000 円 4,000 円 6,000 円 

賠償責任保険金 

（対人・対物共通） 
５億円 ５億円 ５億円 ５億円 

保険料 
基本タイプ 350 円 510 円 350 円 510 円 

天災タイプ 500 円 710 円 500 円 710 円 

ボランティア活動保険の
更新はお済みですか？ 

当センターでは、ボランティア活動中のさまざまな事故

によるケガなどに備えて、ボランティア活動保険への加入

をおすすめしております。 

ボランティア活動を継続される団体および個人の方は、

お忘れのないよう加入手続きをお願いします。 

★印が変更箇所となります 

ボランティア活動アルバム

障がいをもつ子ども達のための布の遊具・

教材づくりをしている｢小樽グループパンダ｣

が、約１年をかけて、超大作を作り上げまし

た。地図上のコンビニエンスストアは、本物

そっくり！車いすのマークは、メンバーがバ

スに乗車中、目に飛び込んできたマークを急

いで書きとめたそうです。 

｢これから、さくら学園に届けに行くところ

なのよ。｣という皆さんの顔は、笑顔で 

溢れていました。 

小樽グループパンダ おたるボランティアネットワーク 

｢小樽運河をきれいにしたい！｣という 1 人

の思いから生まれた｢おたるボランティアネッ

トワーク｣。毎週土曜日の早朝６時 30 分、浅

草橋の運河食堂駐車場に集まり、季節を問わ

ず、観光都市小樽の象徴でもある小樽運河や

周辺の清掃をしている団体です。 

活動時間は無理なく続けられるようにと１

時間程度と決まっているそうです。 

 たまたま仕事が休み･･･など参加理由は 

様々。気軽に参加してみませんか？ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行・編集  

小樽市社会福祉協議会  小樽市ボランティア・市民活動センター 
〒047-0033 小樽市富岡 1-5-10  

小樽市総合福祉センター内 

ＴＥＬ 0134-33-5299  ＦＡＸ 0134-32-5641 

Ｅメール ovcac@otaru-shakyo.jp 

ホームページ    http://www.otaru-shakyo.jp 

日　程 事 業 名 等 内  容  等 募 集 等

５月12日(土)

平成30年度ボランティア･市
民活動助成事業　公開計画案
の提示説明会(プレゼンテー
ション)

第一次審査(書類審査)の結果
により、福祉センター研修
室で公開プレゼンテーショ
ンが行われます

プレゼンテーションの見学
については、事前申込は必
要ありません

６月16日(土)
平成30年度
ボランティア清掃活動

小樽市蘭島海水浴場の流木
と海岸周辺の清掃活動をし
ます

総合福祉センターから福祉
バスで現地へ向かいます
申込：６月８日(金)まで

６月23日(土) 第４回おたる社協まつり

小樽市社会福祉協議会のこ
とを地域の皆さまに知って
いただくおまつりです
場所：都通り商店街
時間：11:30～14:00

団体のＰＲやフリーマー
ケットなど、出店していた
だける団体を募集します
(登録団体に限ります)
申込：４月27日(金)まで

６月30日(土)
７月14日(土)
８月18日(土)
 （全３回）

傾聴ボランティア講座
(初級編)

北海道総合福祉研究セン
ターから講師を招き、話す
人の心に寄り添う｢傾聴｣に
ついて学びます

全３回参加できる方
定員：30名
申込期間：６月１日(金)～
　　　　　６月15日(金)

８月31日(金) 小樽市総合防災訓練
レスキューキッチンを使っ
た炊きだし訓練で参加しま
す

小樽ボランティア会議

10月２日(火) 赤い羽根共同募金街頭啓発
善意のご協力をお願いしま
す

10月21日(日)
ボランティア愛ランド北海道
2018inおたる

詳細については未定
開催地：小樽市
　　　　小樽市民会館

詳細決定後のお知らせにな
ります

本誌は、赤い羽根
共同募金の助成を
受けて発行してい
ます。 


