
  

 

    

                  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア・市民活動センター情報 

北海道社会福祉協議会の指定を受けて活動している、潮見台中

学校、手宮中央小学校、北陵中学校の子ども達が、平成 30 年度

のさまざまな取組をまとめて発表する｢福祉教育懇談会｣を、総合

福祉センターで開催しました。 

地域ごとに分かれて行う懇談会では、町会やボランティアの方

も積極的に発言してくださり、地域と学校の連携や情報共有の大

切さなど、より深い話をすることができました。 

子どもからは｢ゴミ拾いなどの地域活動などをしていけば地域

が良くなっていくと思うので、これからも頑張っていきたい。｣ 

という力強い言葉もあり、大人も頑張らないと！と思わせてもら

う貴重な時間となりました。 

平成 31 年３月 27 日 発行（平成 30 年度 No.３） 

ボランテ ィアさ ん 
小・中学 校で活 躍中です  

市内の小・中学校で行う体験学習に同行していただき、高齢

者擬似体験セットの装着、車いすの操作のお手伝いや子ども達

の体験中の見守りをしていただける方を募集しています。 

１回２時間ほどの活動です。詳しくは当センターまでお問い

合わせください。 
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カレンダーリサイクル活動のご報告 日本各地から寄贈いただいた

カレンダーや手帳などを、無料

で配布するという活動が年々広

がりを見せており、今年度は

111 の企業･団体･個人の皆さま

から、合わせて 8,689 本をお預

かりすることができました。皆

さまの温かいお気持ちに、感謝

申し上げます。 

今年度の配布先の１つ｢養護老

人ホーム小樽育成院｣様から、礼

状と一緒に写真が届きました。 

《ご協力いただいた皆様》（順不同、敬称略） ●㈱エッセ      ●ハピレ㈱  

●清水建設㈱北海道支店  ●ＪＲ北海道 工務部    ●㈱昭和窯業     ●小林多喜二祭実行委員会 

●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）   ●北海道信用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         ●北ガスジェネックス㈱小樽営業所   

●共立塗料㈱       ●三東資材㈱        ●本間運輸㈱     ●㈱村松組  

●新日本婦人の会 小樽支部●小樽市産業港湾部 港湾室 ●保健所        ●小樽市中部包括支援センター      

●総連合町会       ●医師会          ●小樽市役所     ●小樽市社会福祉協議会     

●㈱東芝 社会貢献        ●ＡＮＡセールス㈱     ●東洋熱工業㈱    ●住友金属鉱山㈱ 

●㈱パスモ         ●㈱リクルート       ●ブラックロック･ジャパン㈱ 

●みずほ証券㈱コーポレート･コミュニケーション部   ●東亜建設工業㈱本社 ●YRKand 東京    

●中日本高速道路㈱     ●荏原商事㈱東京支社    ●㈱奥村組 技術研究所●ダイヤオフィスシステム㈱    

●東洋建設㈱       ●住友ベークライト㈱    ●富士フイルム㈱資材部、R＆D 統括本部    

●富士フイルムエンジニアリング㈱本社、吉田南事業所  ●富士フイルム九州㈱ ●㈱グリーンセンター 中村園芸 

●藤森工業㈱沼田事業所、昭和事業所、静岡事業所、名張事業所、本社、大阪支店●公益社団法人日本生化学会  

●旭化成ホームズ㈱オーナーサービス推進本部          ●薬樹㈱           ●デュプロ販売㈱             

●日本カーソリューションズ㈱経営企画部        ●古河電気工業㈱先端技術研究所 日光、平塚事業所、XACS 

●㈱巴商会 岩手営業所、砺波営業所､千葉営業所、甲府営業所、伊勢原営業所、名古屋営業所、静岡営業所、湘南営業所､ 

 上越営業所、茂原営業所、那珂営業所、ひたちなか営業所、いわき営業所、郡山営業所、富山営業所、宇都宮営業所 

●トモエ運輸㈱東北営業所 ●アマゾンウェブサービスジャパン㈱       ●小樽更生保護女性会  

●潮陵高校すけっと同好会  ●小樽手話の会      ●小樽ラビット会    ●ドッグエンジェル HIKARU 

●小樽友の会       ●蘭島ふれあいネットワーク●浅草橋オールディーズナイト実行委員会 

●小樽市民生児童委員協議会●シニア元気教室 いきいき ●小樽朗読友の会   ●道内外含む個人の方 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
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ボランティア活動アルバム 番外編

小樽雪あかりの路 

バックヤード･ツアー

に潜入！

青いベストが目印の「おたる案内人ボランティアガイドの会」 



20 回目を迎えた小樽ボランティア会議では、豪雨災害・地 

震災害を経験された社協職員を講師に迎え、被災時の報告を 

兼ねて、支援する側である｢災害ボランティア｣、される側の 

｢受援力｣についてお話をうかがいました。 

  また、小樽市災害対策室から主査に来ていただき、日頃の防

災の取組などについて説明を受けました。 

  アンケートからは家庭や地域で準備しておく 

こと、自分に何ができるかなど、様々な立場で 

考えるきっかけになった様子がうかがえました。 

 

     

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｈ31．２．23（土） 

おたる案内人ボランティアガイドの会 

ご当地検定｢おたる案内人｣の資格を持つ｢おたる案

内人ボランティアガイドの会｣のメンバーが、｢小樽雪

あかりの路｣の土･日･祝日限定で、会場の周りを案内

してくれるバックヤード･ツアー。 

人気のツアーは今年で 11 回目。約１時間をかけ

て、日銀通り～小樽運河～駅前通り～旧手宮線を歩き

ながら、歴史的建造物や昔の小樽の話をじっくりと聞

かせてくれました。 

申込みに来たお客様を待たせないよう配慮して

いるため、担当のボランティアさんが、２巡する

こともあるそうです。寒い中、一生懸命説明して

くださる姿と知識量には脱帽です。 

ツアーガイドの方にお話をうかがうと、｢歴史

を調べるのが好きなので今でも図書館に通ってい

ますが、いまだに新たな発見があるんです！｣と､

生き生きとした表情で答えてくれました(*^_^*) 

南富良野町社協 
伊賀 未奈 氏 

厚真町社協 山野下 誠 氏 市災害対策室 瀬川 聖司 氏 

南富良野町災害ボランティア

センター活動記録集をいただ

きました。ご覧になりたい方

には貸出しますので、当セン

ターまでご連絡を！ 

ボランティア会議当日、当社

協職員や参加者の方々で｢エ

ールが届きますように｣との

思いを込めて厚真町社協さん

へメッセージを送りました。 



2 
０

１
度９

年
な

主
業

事
定

予
半

前

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 
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小樽市総合福祉センター内 
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Ｅメール ovcac@otaru-shakyo.jp 
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日 程 事 業 名 内 容 募 集 等 

５月 11 日（土） 
2019 年度ボランティア・
市民活動助成事業 
プレゼンテーション 

第１次審査（書類審査）の
結果、福祉センター研修室
で公開プレゼンが行われま
す 

プレゼンの見学につい
ては、事前申込みは必要
ありません 

６月 22 日（土） 
2019 年度 
ボランティア清掃活動 

小樽市蘭島海水浴場の海岸
の清掃活動 

総合福祉センターから
福祉バスで現地に向か
います 
申込 6 月 1 日(土)～ 

6 月 14 日(金) 

６月 29 日（土） おたる福祉まつり 2019 

当社協の事業紹介、関係団
体のＰＲなど 
場所：都通商店街 
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 
（登録団体に限る） 
申込 5 月 17 日(金) 

まで 

７月６日（土） 
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、さまざ
まな場面で生かせる「傾聴」
について学びます 
中級編（全２回）だけの受
講も可能 

定員 30 名 
申込 ６月 15 日(土)～ 

６月 25 日(火) 

７月 20 日（土） 
８月３日（土） 

傾聴ボランティア講座 
（中級編） 

両日参加できる方 
定員 30 名 
申込 ７月２日(火)～ 

７月 11 日(木) 

９月 28 日（土） 
ボランティア愛ランド 
北海道 2019ｉｎ江差 

詳細については未定 
開催地 檜山管内 江差町 

江差町文化会館 

詳細決定後のお知らせ
になります 

（予定は変更になる場合があります） 

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。 

ボラサポ（災害ボランティア・ＮＰＯ活動サポート募金）とは・・・ 

災害が起こった際、被災地等で活動するボランティアグループやＮＰＯのた 

めの支援金、「支える人を支える」募金です。 

平成 30年度は、ボラサポ２（東日本大震災）、ボラサポ九州（熊本地震）、 

  ボラサポ（台風 21 号、北海道胆振東部地震）について、総合福祉センター 

１階に募金箱を設置し、集まった募金は、当社協から中央共同募金会へ振込い 

たしました。 

 ご協力ありがとうございました。 

「ボラサポ」 

6,285 円 
集まりました！ 


