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ボラナビとは
ポランティアナビゲーション(案 内役
を略した造語です.

ヽ

今月の表紙は、デザインの専門学校生、鎌田順也

さんの作品です。買ったばかりのMacで描いてく

れました。「そのパソコンで、またボラナビを手伝っ

てねサ」(彼はボラスタッフです)
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カレングロ仕分けボラに挑戦
一日限りのボランティアならしてもいいかな、と思いつつ、初めの一歩が踏み出せ

ない方は多いのでは。ボラナビスタッフの2人が、カレンダーの仕分けボラを体験
してみました。短時間集中型の松本とマイベース型の森田、あなたはどちら?

ほぼ中央がスタッフ松本。作業中も、カレンダーの寄贈に

多くの方が訪れた (左奥 )

スタッフが挑戦したのは、ボラナビ 4

月号でボ集していた、カレンダーの、L´
分けボラ。カレンダーの |リ サイクルを

通して、マングローブ植林運動などに

協力している「北海道NGOグ ローバ

ル トレイン」の主催です。 13年 目を

迎える彼らの活動に賛同する人は多く、

企業や個人から寄付されたカレンダー

は 1万 5千部以上。ボラ内容は、次の

日から開かれるリサイクル市のために、

カレンダーの仕分けをするというもの

でした。

午後から仕事が控えていた松本 (ボ ラナビスタッフである前に自営業者なのです)|よ 午前 10時に

かでる27に到着。「2時間しかいられないから、思いっきり仕分けマシーン(つ |)|こ なる」という

決意を守り、黙々と働き始めました。会場にはすでに、毎年このポラをしているという人や初心

者など老若男女 10人ほどが集まっていました。自己紹介うんぬんは一切無じ。ベテランさんに教
えてもらってすぐに作業です。流れは、丸まって筒状になっているカレンダーを袋から出して

ばし、ジャンル分けして、縛るというもの。 (自 称)ち ょっひり若い松本は比較的体力のいる「鴻
る」作業を受け持ちました。カレンダー20部を目安に縛るのですが、これが重い。量ってみると
大きい束は10キ ロにもなります。動物、

風景 、文字だけ、子供向けなど、他のボ
ラさんたちが仕分けしていくカレンダー

はあっという間に山になり、それに追わ
れるように縛らなくてはなりません。10

分もたつと松本の額には汗が光り始めま
したが、最後までペースが変わらなかっ
たのは見事 !す すんで肉体労働を引き受
けた彼は、拍手を背中に受けながら、引
き際鮮やかに帰っていったのでした。「サ

イズが違うカレンダーを縛るのは大変だ

った」 (松本)。

お客さんが見やすいように、
カレンダーは種類別に分けられる。ｎ
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午後からは森田にバ トンタッチ。会場は替わって、

国際プラザ。「体力に自信ない…」をんでブリ
ツコ (死語?1)していた森田ですが、結局5時間、

手を体めることなく働きました。担当したのは、
カレンダーを袋から出して伸ばす作業。正月の
遊び疲れもあって、30分ほどで「もうだめだ～」
を連発。でも、ん9 待てよ、これって座 りな
がらできるんじゃないののイスを引っぱり出し、
手の届く範囲に、カレンダー、机、ごみ箱を置
くと、はかどるはかどる。まわりの女性陣とボ
ラ談義に花を咲かせつつ、結局、手は体めてい
ませんでした。カレンダーの山がみるみる小さ
くなっていくのが快感、とのこと。

魅力的なカレンダーがいっぱい.1部100～500円 で販売される。

二人のスタッフに共通した感想は「やせます |」 。毎年初めにおこなわれる短期ボラ。
鴇`」心者歓迎です。人と協力しつつ自分のベースを守れる、取り組みやすい活動です。
正月太りの解消に、みなさんもいかがですか?
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植林のための資金協力をしよう、と

賛同者から寄贈されたカレンダー

を販売し、収益を寄付するこの活

動は昭和62年から行われています_

「当初は4人で、夜10時過ぎまで仕
分けをしていました」(NGOグロー
バルトレイン 菅原さん)_今年は
ボラさんはのべ200人以上、買い

物客は3000人 でしたc今 年の収
益133万 円は、沖縄マングローブ
プロジェクトなどに贈られます。

●問い合わせ先 :

TEL 011‐851‐0086
(スリランカカリーの店ポレポレ 菅原さん)

リサイクル市の様子。
人気があるのは日めくりカレンダー。
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ここに掲載されている各情

報は、日時、場所などが変更

になることがありますので、

事前に各連絡先まで確認し

てください。

イラスト:タケダミヲ

子供と遊んでくれる方 ボ集

●内容 :4歳 と7歳の障害のある娘と ・緒に遊んでくれる人をボ,1し ています  ilに 、4歳の i4

です_4年間家に来てくれていた学生さんがこの春、lit職 して しまうので 311中 にでも」|き つ

ぎを…と考えています.出来れば長くおつきあいをしたいので、大学の 1、 2年生で=2～ 3人

ボ集でお友達同士でも可能です[出来れば、自宅に近い人を希望 します (時給 600円 に、交通

費 600円以内をお支払いさせていただきます)Ⅲ とうぞよろしくお願いします

●日時 :14:00～ 17:00く らい 唯|||は 、おノ1い のスケジュールで相談です

●場所 :北区新琴似 5条 31¬ |

●問い合わせ先 :TEL011-764-3398

e_nlail:Odn_green@pop21.odn.ne.jp([二 ,苗 )

視覚障害者とともにスポーツを楽しみます

●内容 :私達のクラブ「サ ソボロ・ラングラウフ・クラフ |は 、祝党障
′
liF者 の会itと 共にスホ

ーツを楽 しむ会です。現在会員数は 40人です「,年齢は 20～ 70代 で、家族的なクラフです_活

動内容は冬はXCス キー (森林浴をしながら、気持ちのよい歩行中心のものです=初心者の練

習は、ほぼ平坦な 1周 4kmのせせらぎコースを利用してます)と 各種大会の参加をしています

初心者の方でも、親切に指導をします 1几1季 を通 して、アヽ イキング、今山、マラソン練習会を

開 lfを してます.会 ,t(視覚障害 者)や 、そのサポー トをしてくださるボランティアさんをボ集

しています。読者の方で、お知り合いに視う
:ζ 障害 者の方がいるのなら、どうか、この情十11を お

教え下 さい3興味のある方は、一度連絡を |で さいt,詳 しい活動内容をお知 らせ します 昨年 2

月に行われたXCス キー大会、全道ハンデイキャップでは優勝 しました_

●日時 :XCス キーの練習会は3月 下旬までを 1今定 しています

ほぼ毎週土曜 |1 9:30～ 11:30で す¨

●場所 :滝野すずらん公園 (南区滝野 247番地 TEL 011-594-2222)開 □時間 9!00～ 16:00

入園無料 駐車代普通車 400円 公共機関 真駒内駅より市営 ,中 央バスの 2路線 所要時間 30分

大人 430円 バス時刻についての問い合わせ 。中央バス 1竜野線 (真 102)TEL011-581-3105

西岡営業所/市営バス 滝野線 (南 92)TEL 011-581-0161 ll,〔 岩営業所

●備考 :ク ラブには 1'備 の スキーがありません .ス キーのなたヽ方は沌野公‖のレンタルスキー

を個人負担で利用してもらっています=使用料はスキー、ストック、靴がセ ットで 520円 /1_|

です .

●問い合わせ先 :TEL/FAX 011-685-4056
e― mail i VEG01656@niftyseⅣe.orip(1「 業部長・小林 )



夜間介護ボラボ集
一
一

●内容 :筋 ジス トロフィーの女性 (48歳 )で 、 !ド 椅 予で生活 しています.ム チうちや肩こり、
・[1中 続 くしゃっくりと戦っています .11(っ ている間も、′I」 がだるくなるので、たわしや手で

足をたたいたり、飲み物を用意 していただける方を探 しています.今、学生のボランティアさ
んが都合で来られなくなってしまい、とても困っています_夜間の時間帯は、用事があるとき
に呼んでお願いします_ボ ランティアさんには一室を設けますので、そこで休むなり、本を読
むなり、自由にして |ヽ

‐
さってかまいません.(学生のボランティアさんは、そこで勉強 したり、

レポー トを占いたりしています)イ |¬‖)・ 性別は問いません=ど うぞよろしくお願い します。
●日時 :18時か 19時～翌朝 9時 まで (時間は相談に応 じます)

●場所 :厚別区厚別中央 1条 4丁 目1番 E19■ 04

●連絡先 :TEL 011-893-5342 古海照子
●備考 :交通費込みで 3000円 お支払いさせていただきます .

☆ボラナビスタッフより
古海 さんは趣味でアレンジフラワーを作り、近所の方々にブレゼン トして、とても喜ばれてい
るそうです。興味のある方は教えてもらってはいかがでしょうかE

一
一 」ヽ規模作業所の利用者およびボランティアスタッフボ集

●内容 :手作 り本のおもちや l:房 「ウッデ イー トイズ」では、現在、本年 4月 頃開所をめどに
新工房を改装中です。それにともない、身体に障害を持ち、本エクラフ トをやってみたい、と
いう利用者 さんと、福祉に関心があり、工房のお手伝いをして |(さ るボランティアさんを若千
名ボ集 します。まずは、気軽な気持ちで遊びに来てみて 下さいこ
・利用者について :身体に障害があって身体障害者手帳をお持ちで、 |コ カで工房まで通える方。
随時、面接行いますので、 ド記までご連絡 |ヽ

‐
さい.

・ボランティアについて :改装中の |:房 の内装工事から、福祉バザーなどのイベン ト、本 li品

の製造、ライオンズクラブのハンディキャップスキー大会の準備などのお手伝いをお願いします。
ボランテ ィア保険は完備 していますこ年齢、性別、経験などは問いません。介護・福祉関係の
学生さんから ‐般の方まで、よろしくお願いいたします i

●場所・連絡先 :束区本町 1条 2川 16-6 ウッディー トイズ
TEL/FAX011-782-1636
夜問連絡先 TEL 011-711-4122(米津 )

一
一 登山好きスタッフボ集

●内容 :少 人数の山岳ツアーを年間1801111催 している団体です 登||1許の安全教育に力を入れ、
年に4回 くらい環境に関する講演会を行い、野生動物 (ヒ グマ)と の共生・自然景観保護の具
体的な活動などに目的をおいています。会報の簡単な発送作業や電話の受付等の事務処理、PC
で写真をとりこんでレイアウ トできる技術者・登山をアシストできる経験者などを求めています。
登山や目然の好きな方、ぜひご連絡下さいこ
●日時 :」「務系 ｀

日 1週 1～ 2「 |1 者|`/｀ のいい曜 ||の 10:oo～ 17:00
登山アンスタン |ヽ  :LI― |

●場所 :事務系 中央区大通 り西 11「 目
登山アシスタン ト 道内各地

●問い合わせ先 :ア ースウィンド 〒060-0042中 央区南大通り西 11丁 LIダ ンケ大通リビル 6階´
I｀1]I´ 011-207-8080  1'ノ :ヽX1011-207-8081

`ヽゝ



「札響くらぶコンサート」ボランティアスタツフボ集

●内容 :札響 くらぶは札響の演奏を楽 しみながらリスナー (聴 き手)を拡大する活動をしてい

るグループです。96年 に設立 し、会員は約 400人。年 4回会報を出し、年 2回ほど札響楽員と

の交流会をもったり、リスナーと演奏家の距離を縮め、北海道の唯一のプロオーケス トラの発

展を支援する活動をしています。昨年 4月 には「第一回札響 くらぶコンサー トー札響と遊ぼう」

を開催 し、大好評で赤字も出さずにコンサー トは成功 しました (市 内の音楽の部活をやってい

る高校生 200名 ほどを無料招待 しました)。 今年も「第二回札響くらぶコンサー トー札響と遊ぼう」

を開催します。このコンサー トのお手伝いをしていただけませんか ?(仕事の内容は文書の発送・

チラシ折 り込み・仲間づくり・呼びかけ・諸企画 etc.です)

●コンサー トについて :「第 2回札響 くらぶコンサー ト」は 4月 15日 (土 )、 キタラ (札幌コン

サー トホール 中央区中島公園 1-15)大 ホール 17:00開演。指揮は尾高忠明、演奏は札幌交

響楽団、演奏曲目はボレロ、フィンランディア他の名曲です。

チケットは、大人 2500円 、親子券 3000円 、学生券 (高校生以下)500円ですc大丸藤井ブレ

イガイド・キタラチケットセンター及び札響事務局 (TEL/FFⅨ で注文 OK)で販売しております。

●問い合わせ先 :「札響くらぶ」事務局

(TEL 011-52)1771/Fax 011-520-1772中 央区中島公園 1-15 札幌交響楽団内)

●備考 :札響くらぶの会員になりませんか ?ク ラシック音楽の好きな方、札響楽員と触れあい、

札響の音楽を楽しみながら、心豊かに札響を応援する活動を一緒にしませんか。年会費 2000円。

いつでも歓迎 します。問い合わせは事務局まで。

●内容 :現代は高齢社会を迎え、私た

ちも高齢になれば福祉サービスを受け

る立場になりますぃ近年、介護施設は

増加 していますが、施設にはいるので

はなく自宅で

':ド

らしたいというニーズ

が多いのも事実です (,lf l分 の生き方は

最後まで自分で決めたい .′ 私たちは、

福祉サービスの賢い利用者となり、最

後まで生 きがいを持ち自立して生活す

るために自分たちで何かしなければな

りませんご福祉について学ぶ勉強会を

開いたり、ボランテ ィア活動 を通 じて

社会に貢献 したり、軽い運動をして気

分をリフレッシュさせたり、たくさん

の人と交流 し自分の世界を広げたり…。
いつまでもいきいきと暮らしたい、そ

んな思いをお持ちの方、 一緒に楽 しく

活動 しませんかぃくわ しいことは集ま

った方々で決めたいと思いますので、

まずはお気1胚 にご連絡 ください _

●連絡先 :白 石区菊水 5条 11‐ |13-10-

1005竹内 1勝  TEL/FAX 011-812-9214
申%帯 090-4874-8884

6

運転介助ボランティアボ集
一
一

●内容 :重度障害者の外出支援をする
ため、リフトカーを使って移送サービ
スを行っています。しかし、 ドライバ

ーが不足 しています。普通免許証があ

れば、どなたにでもできます。会員と
して登録していただければ、研修もや

ります。ペーパードライバーの方には

特別指導もいたします。雪道は自信が

ないと思っている方は、雪がとけてか

らでも結構です。4月 より、毎月1回 、

研修会を開く予定です。lヶ 月に 1、 2

度でもドライバーとしてお手伝いして
いただける方、ぜひ、下記あてに連絡
して下さい。くわしい内容については

直接お話いたします。ご協力お願いし

ます。なお、ボランティア保険には会
で加入します。
●連絡先 :電動車いすとボランティア
の会 (ハ ンドto2000運 営委員会)

担 当

:山 口
忠

一 TEL/FAX 011-61G7331

PIIS 070-5615-8620

〒 063‐0002西 区山の手 2条 2丁 目3■ 1

サークル仲間ボ集 !



お弁当の宅配ボランティアボ集
一
一

」
　
一

●内容 :ボ ランテ ィアグループこまどりでは、東区内の在宅で生活 しているお年寄 りや障害を
持っている人を対象に、毎週 日曜||ク 食川お弁当の宅配サービスを行っています  |′ 1分の中を
litっ てお弁当を宅配 してくれるボランテ ィアをボ集しています _

●日時 :毎週 llll卍 (月 1～ 2回でもかまいません)15:30～ 16:30
●集合場所 :束区民センター実習室 (束区北 11条束 7丁 目)

●備考 :ガ ソリン代の ^部 として、1回 500円程度を支給 します。
●連絡先 :TEL 011-741-6440 札幌市東区社会福祉協議会
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YOSAKOIソ ーラン祭リボランティア ボ集

●内容 :YOSAKOIソ ーラン祭り参加チーム「大和天龍あっけら観」ではチームの一員と
して祭りに参加 してくださる方をボ集しております。祭りに参加といっても踊るのではなく、
大通パレードの警備担当や会場での案内をしていただきますここのYOSAKOIソ ーラン祭
りは日本各地から様々なチームが多数参加しており、遠方から来られる人達に少しでも多く北
海道の文化を見ていただきたいのです。その為にはこのようにお手伝いして下さる方々が必要
です[ま た、この祭りがこのような方々がいて成り立っている事も知っていただければと思い
ます.『雨りが無理でも何らかの形でYOSAKOIに 関わりたいと考えている方、年齢、性別
等の制限もありませんのでぜひご連絡 くださいぃお待ちしております
●日時 :6サ 110、 1111

●場所 :人通公口周辺

●問い合わせ先 :TEL 090-2050-2683(1‖ 当 ||:畑 )

●

6

こ れ か ら の 超 高 齢 化 社 会 を サ ポ ー ト

病 院・福 祉 施 設 委 託 給 食

福 祉 機 器・介 護 用 品・医 療 機 器 の 販 売

株式会社

日  ■‐‐

天 冗
TEL(011)814-8501

TEL(0126)23-7143
TEL(0144)68-7070

本社/札幌市白石区中央2条 3丁 目4-10

岩見沢支店/岩見沢市大和3条4丁 目

新規事業推進部 苫小牧支店/苫小牧市美原町3丁 目19-28
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字幕つき映画を上映します。

●内容 :耳の不自由な方にも映画を楽 しんでいただくため、主婦 らが中心となって映画に字幕

を付ける活動を続けている視聴覚ボランテ ィア・レインボーです。私たちが字幕付けをした映

画の試写会が下記のとおり開催されます。人場は無料です。気軽に映画を楽しみに来てください
:

(1)「 ぼくに涙はにあわない」(50分 )字 幕|、1～ 高校時代、ラグビーの試合中の怪我がもとで

F足の白山を年われた il人公か、悲しみのとん|り かヽら新しい|!∫ 能性に向って前進していく姿を

描いた実話に基づく感動作～

(2)「 彫金～鹿島一谷の技～」(30分 )字幕付～国の重要無形文化財である・鹿島一谷"の技を

その作品 と共に紹 介する～

(3)「 馬の田楽」アニメ (16分 )～ 人りJな 味噌を積んだ馬がいなくなってしまった !さ あとう

する |'li`快 で楽 しい落語のアニメ～

※字幕がつくのは、(1)(2)の みです。

※人場は無料です′

●日時 :3サ 1811(本)10:00～

●場所 【教育文化会館 4階講
′||::(中 央区北 1条 西 13111束 西線「西1111」 駅」 |ヽ

｀
「

3分 )

●備考 :私 たちと一緒に、字幕作りのボランテ ィアをしてくださる方もボ集していますi興味

のある方は、試写会当日、受けにてお中し出いただくか、下記までご連絡 ください

●連絡先 :TEL/FAX 011-6940512(出 川 )

みてわかる『介護保険』

●内容 :北海道医療ソーシャルワーカー協会中央支部・Dプ ロ ックでは「もっと身近に、もっ

とや さしい、くらしの福祉～みてわかる介護保険～」というテーマで、4月 よリスター |ヽ する

介護保険のハネル|,1セ 示&ビ デオ ll映 、相談コーナー、チャリテ ィーーバサーを開催します i冑 illl11)

者が安心 して暮らすことができるように、 一緒に考えてみませんかり参加は無料ですのでお気

軽にご来場 iヽ

~さ
い.

●日時 :3月 1211(H)12:00～ 15:00

●場所 :西 友清川1占 (清 L‖ 区
｀
14岡 1条 11可 1)3階コ ミュニテ ィーカレ ッジ

●問い合わせ :真栄病院医療相談室 TEL 011-883-8060 担当 :山 口、小島

ヽ
ヽ

噂 P‐
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」r」22ゝ 環境教育地域リーダー研修会 体験学習法を身につけよう
¬し1匡コ

「
～コミュニケーションのとり方～

●内容 :環境教育・学習なとに|‖ いられている体験学習法という教育方法をご存知ですか ?211

間にわたり体験学習法の1'1得 lill叶 :を 1川キ|:し ます.体験学習法と|よ 何か ?、 その効果は ?等のお

話をお聞きし、教育に欠かせないコミュニケーションのとり方等を学ぶ参加体験型のセミナー

です

環境教 fi・ 学 i・1の 現」場、その他教育現場で活動 している方、関心のある方などが対象の初心

者向けのlilF修 会とな 」́ています 参加費は(|1叶
|、 定ι13()人 ほとです´この機会をお見逃 しなく、

是非ご参加 ください

●講師、西田真哉さん (聖マーガレット生涯教育研究所所長)のプロフィール :

1946年 、大|″ ごliま れ 高校のli11111市 を1',`li貪 し、教ff方法に関心を抱いた際に |~体験学習法 |と 出

会う II(1,tttfrり う,」!|'に 、千本験学1'1法 を紹 介して、参加型 li体 型の教育フログラ ムの

'卒

及に努
めている[最近て |よ 文古|`省 、環境庁|'ti lり のlill修 会講師をしながら、北京を始め、中国で地域の

指導者や教師たちを対象に、環境教育と体験学習法の研修会を継続 して実施 している3

●日時 :3111011(金)18:00～ 21:0(, 体験学習法とその効果の紹介
3111111(li,10:00～ 16:0()体験学1'|'法 の実践的体|:貪

●場所 :環境サホーートセンターー 1北区北 7条 西5「 || |し幌 千代Шビル lj[誓 )

●主催 1(財 )北海道チ[疑 境嘲|」

●問い合わせ 。申込み :参 ル|1希 ヤ:C′ )場 合は '卜 前に必ず IL話 でお申し込汲 ください 参加は両 ||、

もしくは 111だ けで受 |、 ||す ます
′

「 EL011-707-9025 E-lnaili l(tibotaChec()― spc.o輔 1)(1環 1売
‐サボー |ヽ センター  ク、1呆 LII」

なおセンター|よ 、FI曜 ・祝卜|は 休みで、1調 館は 10:00～ 18:00で す _

アジア映画上映会

定員は 200人 、先汁順で、参加無料です |」際ブラザにて入場懐理ワ′夕を配イIJし ています`,(各映

画につき1枚 1

●日時 :3月 411(L)13:3()～ 18:30

●上映会場 :リ フレ十 ′ホロ・ラ イラ・ クホール |′ |イ i区 本通 16南 4-26 TEL011-866-3811

●整理券配付と問い合わせ先 :|」 際フラザ市民交流課 中央区北 1条 西 31‐ 目MNビ ル 3階
TEL011-211-2105(月 ～金雌:の 9:00～ 17:30)

q

上映作品

・「サザン・ウィンズ :13:30～ 15:12
インドネンア、フ イリピン,タ イ.11本 の 4か 国の監督によるオムニバス映画
・「王さんの憂うつな秋_116:00～ 18:28
中国映 1山i ホヮン・チェンンン1監軒作占lil

●内容 :楽 しみなから開発)全 ll国 を知っていただくために映画 ll映 会を開催 します。作品は以

、、
下の 2本です

| ||



第4回全道ハンデイキヤツプスキー大会

●内容 :rど もから大人まで、障害を持った人によるアヽンデ ィキャップスキー大会です (健常

者の方も選手として参加できます)i長野バラリンビックに出場 した選手も参加する l′ 定́なので、

この機会に思いきリスキーを楽しんでみてはいかがですか ?競技はアルベン競技 1大 回転)中

告 タイムレースで、参加料は 1,000門 です (弁 当代込ゑ 付き1)Fい さんの分も用意できますの

でお知らせ ドさい)

●日時 :3月 1911(||)8:00受 倒、9:30競技開始、13:00表 彰式

●会場 Iテ イネオリンピアスキー場 聖火台コース (手稲区手稲本町 593 TEL011-681-31911

●参加資格 :(1)身 体障害 1竹

‐
1帳の交f、 |を 受けている方、及び大会の |1的 に賛同する方 1建常 者

であっても大会に参加できます (2)参 加 とは、必ずスポーツ障害保険、またはこれに準する障

害保険に加入していただきます (参 加者の事故について、 11催 者|よ 責任を負いかねますのて、

各自で充分留意してください)]

●問い合わせ・ 申込先 :参加希望の方は中込 :||に より、3サ 11311(|||,ま でに事務局へお願い ｀

します

札幌大通ライオンズクラフ杯全道ハンデ ィキャップスキー大会事務|:j 〒060-0061 111央 区南

1条西 6丁 目第 2三谷ビル 4階 TEL 011-210-0033「 AX 011-242-3161

●備考 :介助者が必要な方に関 しましては、基本的に個人で探 していただきますが、ご相談い

ただければこちらでもできるかぎり対応いたします

‐|| ||  ‐  || 
‐ _|  ||||||||||||.  .

シ ョ

=Lア
の 皆 様 へ ～ボランティアの情報提供・相談活動のご案内～

みなさまの知識や経験を、個人でもしくはグループで、様々なボランテイア活動に役立てて

みませんか ?

【例】
。家庭で

切手や□ タスクーポンなどの収集、物品 金銭支援、朗読
よる話し相手、点訳、ホームステイなど。
。地域で

訪間、買い物、通院介助、清掃、スポーツ・文化活動など
。施設で

手伝い、話し相手、専門技術サービス、イベント開催、趣味の会
。職場で

収集活動 、募金、物品支援、語学、広報、点訳、手話、講演な

。海外で

救援募金、救援物資、人材派遣、収集活動など

北海道ボランティアセンターでは、ボランティア活動についての情報提供や相談活動をおこなっています。

相談やお問い合わせは、電話 FA× 電子メール・手紙 来所のいずれでも構いません。お待ちしています。

社会福祉法人 北海道社会福祉協議会 北海道ボランテ ィアセンター

〒060-0002 本L幌市中央区北2条西7丁目 かでる27内 道立社会福祉総合センター2階

丁巨L/FA× :011-281-0590 巨―ma‖ :∨ C01000@em ShakyO wam∩ et wam gOip

(担当 |セカンドライフ クIJ正一ター)  http1//www welsys com/hokkaldo― vc/
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女性活動支援事業の報告会

●内容 :「 平成 11年度女性活動 支援 `li業 しで支援を受けた団体による事業報告会ですコあ
らゆる分野における女性問題解決に向 |十 た取 り組みや、男女共同参画社会への取 り組みを
報`告します 子こ表「II千本は 「IntC｀ rnati01lal S()ciety Sappor()Hokkaido」 |~女で)ス ペース・

おん |∫ IK Iす 込ノ人シェルターー実行委ウt会 _カ ウンセリングルームほ'れ ばれ_|「 クレストテー
ス札幌 | さっほろ女ヤ1会 議 | lt幌 ホランテ ィア活動研究会」「札幌 ・優性保護法改悪を
阻上 し法の撤廃をめざす会_~'(|ltつ たが 1)の 会_1「 葬送を考える市民の会」

「
なちゅ―る」

です 入場無料 定曇60人で市内 |〔

「
:(|:ま たは勤務する方が対象です

●日時 1311411(l1113i30-16i00

●会場 :札 |13市 女性センター 第 111奸 修卒 (中 州 (大通西 191」 |)

「仕事と育児」両立支援セミナー

●内容 :」
′‐どもを青てなからあるいは育てていく||∫ 能性のある方々 (男性・女性)が、111

事を続けながら育児に関わるためlr必 要な情報や
'ill識

を,I;:る 場として、また体験発表など
を通 して具体的な方法を学ぶ機会として開|=し ます 対象は、子の養育の可能性のある男
女で、受講無料、 ri■ t4()人 です

●日時 :3サ 11111111●113i30～ 16:00

●会場 :札幌市女|■ センター 第 2研修室 (中 央区大通西 191‐ 日)

●申し込み方法 :3「]1:](水 )11:00か ら電話で受付けます.先 着順です

【共通事項】

●備考 :2歳以 |― の中t学 前幼 児の li[児 20人 まであ ります ′
IL話で同時に 予約 して ドさい

.

先青順です

お問い合わせ先 札幌市女性センター  TEL 011¨621‐5177

士半士半士半士半士半士半士半士半士半士半士半士半士半士半士半士半士半
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児童劇
「ぐう～明日はぜつたい朝ねばうしない僕らの学校物語」

●内容 I市内の演劇人υり1協 力を得てやまひこ喧が児童劇の制作上演を行うプロデュース公演は、
8年 |」 を迎えました 今1呵 は、遅刻をしかられた 5人 の子どもたちが、学校に

'1今

まれば絶対遅
刻しないと考え、夜の学校に忍び込むことからはじまるII I険

物語 完全オリジナルの現代劇です

●日時 :71111公 演 します 3111711(金 )19:00、 1811(L)14:30、 19:00
191ゴ  (|―|' 10:30、  14:30、  2()|:1 (11 ・ `'1)lo:30、  14:30
※開場 |ま 開演の 30分 前です _

●料金 :5″以 11 800111(当 |1100o円 )

●チケット販売所 :ロ ーソン各店・ 11^||フ ラザフレイガイト・大文ιブレイガイ |ヽ
・こどもの

劇場やまびこ座など ※やまびこ座については電話 〕'約 も可 :

●問い合わせ :札幌市こどもの劇場やまびこ庄 東区北 27条 束 151・ 目 TEL 01■723-5911

女性センターからのご案内

``
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その他のお知らせ :: _.メ |´

‐■・・・■‐―||■ ||■‐■■,■■|■ |■‐

く)街づくり仕事師集団「地域支援クラブ」です。

●内容 :私 たちは、自分たちの住む街を∫́量しく豊かで活気あるものにしていこうと頑張ってい

る人たちの「サポー ト」を日的に発足 した市民ボランティアグループです。町内会の催 しが盛

り上がらない、ボランテ ィアグループを立ち上げたいけどやり方が分からない、ワークショッ
プを開きたいけど進行役がいない、など、街づくり、人づくり、千中間づくりに関する相談なら

何でも受けます。発足 して 2年 =ご相談者と共に考え、共に行動するというスタンスに基づき、
これまで 20件ほどの支援依頼案件に取 り組んできましたりって Fl:く といかにも市役所の相談窓
回のようですが、行政では手の届かない、リヤい所に

「
が届 く対応をモ ットーにしています_私

たちは決 してプロじゃありませんが、街づ くり・仲間づくりに関してはそこそこ計 しいスタッ
フが責任もって皆さんのご相談をお伺いいたします

=

また地域支援クラブでは活動スタッフをボ集 しています。経験、年齢、性別は不間[「地域支援
クラブって、どんなんかナー」だけをポケ ソトに入れて遊びに来てください。

各種支援活動の他に、毎月 1回第 3金曜の 18:30か ら定例会を開催していますc興味のある方は、
お気軽にお問い合わせくださいこ資料、定例会の開催案内などをお送 りさせていただきます.

●連絡先 :FAX 011-854-6565ご相談内容や「遊びに行きたい」などとお書きの上、ご送付くだ

さい。折 り返 しご返答 させていただきます (氏 名、連絡先住所、TEL、 FAX、 メールア ドレス

などをお書き下さい)

事務机やイスなどは必要ありませんか ?

●内容 :ボ ランティア団体などで、事務机、イス、ロッカー (4つ で一組になっているもの )、

食堂用イスを必要とされているところは下記まで FAXか郵便でご連絡下さい。格安でご提供し

ます。なお、このサービスは、大和証券と札幌通運のご協力によるものです。

●連絡先 :〒 001-0011 北区北 11条西 4」
~日

1-29 北海道 NPOサ ポー トセンター

FAX 011-716-2899
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(Dどう生きる高齢社会「第13回 銀の雫文芸賞」作品ボ集

●内容 :高齢社会を迎えて、′1嗜 から中高年にいたるまで、社会との関わり方、生涯設:汁 など、
いわば人生をどう生きるかが問い直されています_ま た、高1齢 者の生きがいの問題や、家族と
の関わ t,方 、孤独、老後を誰が行取るかなと、高齢社会は私たちに様々な問いかけをしており
ます:高齢化という新しい時代の流れのなかに生きる人間模様を、豊かに、力強く描いた文芸
作品をボ集 しますじ

●問い合わせ先 :最優秀 (1編 )30万円 優秀 (2編 )各 10万 円

●応募規定 :小説、ノンフィクションなどの文芸作品 (短歌、俳句、詩、のみの作品や随想は

審査の対象外になります)400字「
illi縦 書き原 f「再用紙 30枚以内`著作を職業としている方はご

遠慮 ドさい 木発表の作品に限ります 応募作品は ‐切お)Fて ししません:作品には氏名、住所、
電話、生午||||お よびあらす じ (400字程度)を つけてください_人選作品の著作権は主催者

,に 帰 1属 します

●期日 :4111411 I`I I I消
印 有効 発表は7月 末 ||ま でに応募者全;tに 通知 します *人選作

占l!|は NHKの テレビ、 またはラジオで紹介されます

●作品の送り先・問い合わせ先 :〒 150-0047 東京都渋谷区神||1町 4-14 第・ 共同ビル NHK
厚生文化事業 1寸|「 銀の雫 文芸賞」係 TEL 03-3481-7855 FAX 03-3481-7674

ホームヘルバーが日常生活の
お手伝いをします :

住み慣れた自宅で暮らしたいと願う方のために、ホームヘル
バーが日常生活のお手伝いをします。介護、家事、買いもの、
生活上の相談、助言など、お気軽にこ相談ください。

*4月からは、指定居宅サービス事業者になります。
*連携をとつているボランティアグループ紫会では、
昼食会やミニデイをしています。
こちらにもぜひいらしてください。

連絡先 NPO法人 介護グループ「むらさき」
〒065-0010 東区北 10条東 13丁目1-12
丁EL O]1-712-6266
FAX 011-712-6113
携帯 090-9756-1880 Nや⑬
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新間に掲載されていた記事をご紹介します。

栃木県のボランティア団体「とちぎボランティア情報ネットワーク・

新聞切 り抜き隊」がまとめた新聞の切 り抜きを元にしています(99

年の記事です。ご了承下さい)。 実費をお支払いすると、新聞紙名

のはいつた記事のコピーを送つていただくことも可能です。お問

い合わせは、TEL 028… 622‐0021ま で

●聴覚障害児の親が、様々なハ イテク装備を活用 したクラシック・コンサー トを企画=振動や

赤外線を応用した機器を使い、無理なく音を届けようという試み。「様々な装置を集めて、バ

リアフリーの可能性を探ってみたかった」と、コンサー トを企画した「聴覚障害児と共に歩む会・

トライアングル」の小俣昌道会長.(99/7/9 朝日)

●東京の女子中学生二人が、非政府組織 (NGO)「 ストリー トチル ドレンを考える会」のリポ

ーターとして99年 2月 にメキシヨ市を訪れ、10日 間滞在 して記録をとった。約3万 人の子どもた

ちが貧困と家庭の崩壊のため家出し、公園などをねぐらに空き缶拾いや物乞いで日銭を稼いで

生きている。施設に入らないのは「退屈。路上の方が癒 される。居場所がある」。二人は、一

人でも多くの子に愛情が注がれたらと70分のビデオを作った。貸 し出しは5000円 c解説用の

ブックレッ トを提供する。問い合わせ TEL03-3200-7795JURA出版局内、同会事務局。

(99/7/5 朝 日)
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●神奈川県立保土ヶ谷養護学校の小川和豊教諭たちのグループは、13年前から知的障害者たち

のスポーツ指導を行ってきたが、卒業生にもスポーツを続けて欲しいと考え「フリーバーズ」
というサークルを発足。メンバーは50人 を越え、今年4月 には沖縄・宮古島での全日本 トライ

アスロン大会に参加、完走を果たすなどの成果を上げた。さらに全国の障害者スポーツの実践・

支援者が手を取り合い、健常者と一緒にスポーツ大会に出場できるように、ネットワーク

「Air」 を結成。知的障害者への適切なサポートを模索・啓蒙する計画。 (99/7/1 産経)
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ボラナビの主な配付先

ボラナビは毎月25日 に発行し、各所で無料配布 していますじ
(問 い合わせの多い人通 |)、 札幌駅近辺のいくつかには住所も,1)い ています)

●札幌市内と近郊の大学・専門学校●
大谷短期大学、札幌医科大学 1本屋 )、 北海道女子大学、
札幌学院大学(江別BBSり 、札幌国際大学、天使女子
短期大学、藤女子大学、北海道文教短期大学、北星
学園大学、北海学同大学、北海道医療大学、札幌福
祉専門学校、北海道芸術デザイン専門学校、北海道
医薬専門学校、北海道大学、北海道教育大学、小樽
商科大学
●ス…バー●
北雄ラッキー、スーパー JOY、 札幌東急ス トア、
ホクレンンヨソプ・ホクレンデ ィスカウン トンヨ
ツプ、コープさっぽろ、SEIYU、 マイカルSATY<以
上のスーパーの市内全店 >、 札幌フー ドセンター 1平

岸、元町、澄川、北、新道、篠路、豊平、琴似、菊水、森
林公同、カスタムー東苗穂、月寒中央 )、 マ ックスバ

リュー厚別

●書店●

本の岩本 市内全店、紀伊国屋書店 市内全店と小樽店、
くすみ書房、ダイヤ書房(北25東 8、 発寒 14条 3丁 目、
り|IF群

れ

1丁 目)、 ビヴォブックセンタT(南 2西4ピ

●レンタルビデオ店●
・

TOWA・ フォレステージ 市内全店TSUTAYA
(北 14東 6、 北3西 28)

●CD店 ●

VIRGIN MEGA STOREI南 1西3ラ・ガレリア地下1階 )

●映画館●

松竹、SY遊 楽、札幌劇場、ンアターキ ノ、東宝公楽、
lt映 劇場

●銀行●

札 1,晃 信用金庫 札 I「晃市内と近郊全店、北海道銀行 札
幌市内と近郊全店
●病院●

「
fli'ス li`ヽ 1)il」完、́|ヒ 1毎 す直イ盾」業イ||:麻

jl;完 、||∫ 、|オし||り [り |)i院

●飲食店●

可否茶館 市内7店舗、その他
●その他●

北海道環境サポー トセンター (北 7西 5)、 朝 11カ ルチ
ヤ~セ ンタ~1北 2西 11、 札幌国際プラザ(北 1西 3,、

北海道
′
電力・ 株 .||∫ 内全営業窓 |」 、琴似日食コンカリ

ーニヨ、道新文化センター(大通 り西3)、 ライラ ノク
パセオ、JTイ ンフオブラザ (南 2両 3)、 さっ雷ろ村
コ ミュニテ ィエ房、JR琴 似駅、JR新札幌駅
●市内公的施設●
70カ 所 (区 役所、図書館、地区センター、市民活動プ
ラサなどに配布をお願いしています )

ヽ
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3月のポラナビの集い
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一13:30～ 15:30

(土) 初心者歓迎!

ボラナビ倶楽部宛てに、郵送・Eメ ール・FAXのいずれかで
名前・所属・電話番号をご連絡ください。

場所 :環境サポートセンター

北区北7西 5札幌千代田ビル1階 TEL011-707-9025
会費 :500円。お茶とお菓子つき。

し 。ヽ

をお書き添えの上、 ラナビの

横 13セ ンチで 6 万円です (版 ド制作費込み)c「月刊ボ
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・II昨番 ウJは 最終ベーシにあ
|,ま す).6カ 月||11お ||||け します。機放吉|∫ 放おり||||十 で き
ま
―
i~の で、サ‐―クルや学 |:支

lil位での購「売|こ こ利ナliド さ
しヽ
。「月刊ボラナビ」バツクナンバーさしあげます。
ハンクナンバ~(|IIい

'力

も|‖ ||二送 1ン ますl fill円 )Jヒ 3、

12)」 |ま IIl11切 れて十_ょ ぃま'_た
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氏γl■:Lli11番
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望する

'j・

と_部数をお|||:き 添ぇの 11、

ホラナとの|]座 にお振り込みくださいi金額は…おま
刀ヽ十きlン ま'ケ ._

。「月刊ボラナビ」に広告を載せませんか?
ホラナヒては|」 (II「掲i成 を始めました..縦 ′1セ ンチ

最近の私の生活は、新しく始めた「かに料理屋」
のバイ ト (か に食べれます1と だらだらと通
い続けている自動車学校 (注 :好 きでいつま
でも通っているわけではない)、 いつ終わる
かわからないたまったレポー トの山に途方に
暮れている、といったところ.い ろいろやら
なきやいけないことが多すきて、いっぱいい
っばい。今年は就職活動だし。私の 2000年
はいままでで一番忙 しい年になりそう。遊び
たいよ―。

(あ おきこずえ)
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, のほう
掲 1餃 希望の1祭 |ま こ連絡 ドさtヽ .

※「月刊ボラナビ」
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ボラナビでは、表紙の絵をボ集しています。
応ホの方は、ホラ方ヒイ具楽11ヽ 35以上の紙へ描t たヽ絵を郵送

くて ■紙は折 な つよヽ ま 採用の方
ご運|= まし

布しています。
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協賛してくださった方 (々順不同)

・札幌光星学園 様

・松尾みつ子 様

・北海道青年海外協力隊後志OB会 様

・株式会社あるた出版 様

・札幌公務員受験学院 様

・安川雅史 wi■ HハKUBUN 様
。中道リース株式会社 様
。北海道上質コンサルタント株式会社 様

・真屋 幹雄 様

・札幌中央郵便局 様

・札幌通運労働組合 様

・高垣 正計 様
・進藤 芳彦 様

・マイクロソフト株式会社 様

・株式会社ワークボックス 様

・株式会社ホクレン商事 様

・北海道紙商事株式会社 様

・株式会社土屋ホーム 様
。札幌すすきのライオンズクラブ 様

・城宝 和茂 様

・札幌信用金庫 様

・ほくでんぼるねっと 様

(北海道電力内ボランティアサークル )

・株式会社大元 様

・住友石炭鉱業 (JOYスーパー)様

・株式会社リクルート北海道じゃらん 様

・北雄ラッキー株式会社 様

・北門信用金庫まちづくり基金 様

・北海道共同募金会 様

・NPO越智基金 様

・赤帽北海道事業本部 様

・幡本印刷株式会社 様

協賛協力のお願い

ボラナビの発刊は企業・グループや個人からの500円からの協賛金でまかなっています.1万 円協賛いた

だいた社 (方 )の名前は誌面で紹介させていただいています:継続的な御協賛をお願いします(数号分まと

めての振込みも可能です.政治や宗教団体などは、お断りさせていただく場合があります).

■郵便局□座番号 102700-卜 5671

■北洋銀行日座名 (普 ):札幌駅北口支店 123-0118625ご 連絡先をボラナビにお伝え下さい )

■北海道銀行日座番号(普 ):札幌駅北回支店 152-0816050こ 連絡先をホラナヒにお伝え下さい_

■加入者名 :ボラナビ倶楽部
ヽ

情報提供のお願い

ボランティア募集やイベント情報をお待ちしていま■.主旨と内容、日時、場所と交通、連絡先、その他を

明記し、郵送・FAXま たはEメ ールでお送りください (匿メールだと嬉しい|)=掲載料は無料ですc読者の声等

への投稿もお待ちしています(発行日ひと月前までにお願いします｀なお、送られた原稿はスヘースの関係

等により、主旨をそこなわない範囲で書きなおす場合があります、あらかじめご了承ください―
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月刊 ボラナビ

■発行:ボラナビ倶楽部

〒001-0011 札幌市北区北11条西4丁 目1-29

北海道NPOサポートセンター内 (南向き〉

FAX専 用:011-716-2899(電話はかかりません)

■発行日:2000年 2月 25日

■定価 :無料

■代表:森 田麻美子

■印刷所:幡本印刷株式会社


