
                                                         

 

令和２年５月 27 日 発行（令和２年度 No.１） 

 

当会では、小樽市内でボランティア活動や

市民活動をすすめていただくために、活動を

支援する助成事業を行っています。 

毎年、2 月の第２火曜日から３月の第３金

曜日を募集期間として申請書を提出していた

だき、書類審査、プレゼンテーション、最終

審査を実施しています。 

令和２年度 ボランティア・市民活動助成事業 

助成団体が決定しました 

～新型コロナウイルス流行による事業の中止・延期のお知らせ～               

★ 令和２年２月 11 日(火・祝)に開催を予定していた「第 21 回小樽ボランティア会議冬場の炊き 
出し訓練～いつ起こるかわからない災害に備えるために～」は、中止とさせていただきました。 

 
★ 令和２年度 災害ボランティア講座入門編・応用編は、延期とさせていただきます。 
 
★ 毎年６月に実施しているボランティア清掃活動（蘭島海水浴場清掃）は、 

感染防止のため中止とさせていただきます。 
 
参加申込みをしていただいた方、楽しみにしていてくださった方々には、 
残念な思いをさせてしまいましたが、このような情勢のためご了承くださいます 
ようお願いいたします。 

 

ボランティア・市民活動センター情報 

 ●小樽市立朝里小学校 

 ●小樽市高齢者懇談会「杜のつどい」 

 ●小樽フラワーマスター連絡協議会 

 ●唄声ボランティアスキップ和楽路 

 ●小樽朗読友の会 

 ●浅草橋オールディーズナイト実行委員会 

 ●たんぽぽ文庫 

●NPO 法人 歴史文化研究所 

●NPO シニアライフサポート協会小樽 

●小樽おもてなしボランティアの会 

●コープさっぽろ虹の会 

●NPO 法人 北海道鉄道文化保存会 

●親子ひろば るんるん 

●小樽・朝里のまちづくりの会 

●北海道小樽桜陽高等学校ボランティア委員会 

●ウエルカム･ガーデン 

●小樽ＢＢＳ会 

●おたるワークキッズ 

●たるＢＯＯＫ 

●小樽市立潮見台中学校文化部 

●おたるエデュケーション 

●社会福祉 NPO 団体「つむぎ」 

●小樽双葉高等学校奉仕活動部 

●小樽市立高島小学校 

今年度は、新型コロナウイルスの流行のた

め、プレゼンテーションを実施することがで

きませんでした。 

書類審査のみで審議を重ね、５月 19 日、

新規の団体含め 24 団体への助成が決定いた

しました。 

 

◆ 令和２年度 助成団体一覧 ◆ （順不同） 



       

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さまの善意が 

  届いています 

ありがとうございます 

（お礼状から一部抜粋） 

新年あけましておめでとうございます。 

昨年末はカレンダーを多数ご寄贈いただ

き、誠にありがとうございました。 

一人ひとり、好みのカレンダーをお部屋

に貼ることができ、入居者の皆様は大変

喜んで下さいました。 
 
グループホームつつじ 
グループホームつつじⅡ 
グループホーム生きがい 

デイサービス朝里山荘 

《ご協力いただいた皆様》（順不同、敬称略） ●㈱ショクセン    ●大同倉庫㈱ 倉庫事業本部  

●清水建設㈱北海道支店  ●ＪＲ北海道 工務部    ●㈱昭和窯業     ●北海道電気保安協会 小樽支部 

●ときわ事務器      ●西條産業㈱        ●㈱猪田材木店    ●富士ゼロックス北海道㈱小樽営業所 

●幸進タイヤ店       ●北海道電力㈱小樽支店   ●小樽建設産業(有)  ●北ガスジェネックス㈱小樽営業所  

●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）    ●第一管区海上保安本部 

●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㈱     ●日清紅飼料(株)小樽工場 

●東日本高速道路㈱小樽工事事務所           ●奥沢町会       ●㈱村松組         

●共立塗料㈱       ●三東資材㈱        ●本間運輸㈱     ●新日本婦人の会 小樽支部 

●小樽市保健所       ●小樽市役所           ●小樽市中部地域包括支援センター       

●小樽市社会福祉協議会  ●みずほ証券㈱コーポレート･コミュニケーション部 ●ＡＮＡセールス㈱本社  

●㈱YRKand         ●東洋熱工業㈱       ●住友金属鉱山㈱   ●荏原商事㈱東京支社、北海道支店    

●藤森工業㈱本社、沼田事業所、昭和事業所、名張事業所、静岡事業所、大阪支店●㈱パスモ     

●日本カーソリューションズ㈱経営企画部        ●アマゾンウェブサービスジャパン㈱  

●㈱リクルート 総務統括室●ブラックロック･ジャパン㈱●旭化成ホームズ㈱オーナーサービス推進本部 

●東洋建設㈱       ●キヤノン㈱CSR 推進部  ●デュプロ販売㈱   ●中日本高速道路㈱名古屋支社       

●富士フイルム㈱資材部  ●富士フイルム九州㈱    ●富士フイルムエンジニアリング㈱本社  

●富士フイルム㈱先進研究所●古河電気工業㈱、総務課 XHSO、CSR 推進部  ●㈱グリーンセンター 中村園芸 

●㈱巴商会 御殿場営業所、砺波営業所、名古屋営業所、郡山営業所、宇都宮営業所、熊本営業所 

●公益社団法人日本生化学会●シニア元気教室 いきいき ●小樽手話の会    ●おたるエデュケーション     

●NPO 法人北海道鉄道文化保存会            ●小樽更生保護女性会 ●潮陵高校すけっと同好会        

●小樽ラビット会      ●ドッグエンジェル HIKARU●浅草橋オールディーズナイト実行委員会 

●蘭島ふれあいネットワーク●おたる子ども劇場     ●すみれ会      ●小樽市民生児童委員協議会 

●放課後カフェ見守り隊  ●親子ひろばるんるん    ●三世代交流ひろば お茶の間たけうちさんち 

●琴アンサンブル＆小樽ドリーム琴アンサンブル     ●NPO シニアライフサポート協会小樽 

●な～んとなく楽しむ会  ●道内外含む個人の方 

カレンダー 
リサイクル活動の 

ご報告 

令和元年 12 月１日から寄贈いただ

いたカレンダーや手帳など、合わせて

7,579 本が集まりました。 

97 の企業・団体・個人の皆さまに

は感謝の気持ちでいっぱいです。 

配布先から写真とともに、お礼状が

届きましたので、ご紹介いたします。 
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令 和 ２ 年 度 の 事 業 予 定 

嬉 Facebook 
はじめました 唄 

Facebook（フェイスブック）に、小樽市

社会福祉協議会のアカウントを開設いたしま

した。 

事業の紹介やお知らせ、関連イベント等の

報告など、身近な情報を掲載していきますの 

    で、是非のぞいてみてくださ 

いd  
    

※新型コロナウイルスの影響等で、予定は
中止または変更になる場合があります。 

日 程 事 業 名 等 内 容 等 募 集 等 

５月９日(土) 
令和２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 
中 止 

 

入門編：５月 16 日(土) 

応用編：６月 13 日(土) 

 

令和２年度 災害ボランティア講座 

入門編：災害ボランティアとは 

～被災者を支援する活動の理解～ 

応用編：災害ボランティアセンターとは 

～被災者を支援する仕組み～ 

講師：一般社団法人 

WellbeDesign 篠原辰二氏 

両日とも延期 

11 月頃に開催予定 

中級編： 

７月４日(土)、18 日(土) 

応用編：８月１日(土) 

各日 13：30～15：30 

令和２年度 傾聴ボランティア講座 

（中級編・応用編） 

人の心に寄り添う｢傾聴｣の心 

構えを学び、実践へとつなげ 

ていく 

講師：合同会社うぇるかむ 

池田ひろみ氏 

中級編：６月 25 日(木) 

応用編：７月 22 日(水)

まで 

各定員 30 名 

９月 12 日(土) ボランティア愛ランド北海道 in 江別 
詳細については未定 

中止になる場合あり 

 

10 月１日(木) 赤い羽根共同募金運動開始 善意のご協力をお願いします 

10 月３日(土) 

13：30～15：30 
レクリエーション講習会 

様々な活動に活かせるレクリ

エーションを学ぶ 

講師：ケアレクリエーション

倶楽部 南部広司氏 

申込：９月 25 日(金)

まで 

詳細は後日 

12 月１日(火) カレンダーリサイクル活動 

ご不要のカレンダーなどをご

寄附いただき、市内の様々な

施設に無料で配布します 

受付：年内は 12 月 24

日(木)まで 

最終１月８日(金)まで 

12 月５日(土) 指定地域 福祉教育懇談会 

指定小・中学校： 

北陵中学校、手宮中央小学校、

幸小学校、山の手小学校 

学校地域の方々を中心

に案内予定 

●その他、小樽ボランティア会議等、決定次第お知らせいたします。 

こちらのＱＲコードから、

facebook のページへ心 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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。 

和室ほリニューアル！ 

総合福祉センター４階にある和室のじゅうたんとカーテ

ンが新しくなり、がらりと雰囲気が変わりました。 

ここで７月以降の土曜日、 

コロナウイルスの流行が落ち 

着き次第、「わくわくサロン」 

がスタートします。 

もちろん和室は今までどおり、 

様々な団体にも大いに活用して 

いただけます。 

和室をご利用できる団体や予約に

ついてのお問合せは、総合福祉セン

ター１階事務室（25-7321）まで

お願いします。 

 「アマビエ」 

日本の伝説の半人半魚・妖怪。 

海中から光り輝く姿で現れ豊 

作・疫病などに関する予言を 

すると伝わっています。 

「疫病がはやったら、私の姿 

を描いた絵を人々に見せよ。」

と予言めいたことを告げ、海 

へかえって行ったとか･･･。 

新型コロナウイルスの退散を 

願う人々から、注目を集めま 

した。 
 

 
「わくわくサロン」って なあに？？ 

 
ひとり親世帯の方を対象としたサロンスペースです。 
保護者の方々が集まり、情報交換や知り合いを増やす場として利
用していただくことを目的としていますが、もちろんお子さんが
一緒でも大丈夫です。 
ボールプールなど、小さいお子さんが遊べる遊具も用意していま
す。ボランティアさんにお手伝いしていただきながら、土曜日の
午前中に開設する予定です。 

※ボラサポとは、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。 

    

輝「ボラサポ」へのご協力 

ありがとうございました優 

令和２年 
３月 13 日に
￥850 を振り 
込みました！ 

コロナ禍ですが、皆さま 

いかがお過ごしですか？ 

新型コロナウイルスの感染防止の観

点から、３密（密閉・密集・密接）を

控える生活が続き、今、ボランティア

活動や市民活動が制限されている状況

にあります。 

活動の仕方や今後の会議、研修など

については、当分の間、工夫が必要に 

なるかもしれないですね。 

まずは皆さまが健康に過ごして 

いただきたいと思います。 

 そして活動を始められる際には、 

保険加入や団体登録など済んでいない 

団体は、忘れずに手続きにお越しくださ 

いますようよろしくお願いします。 


