
月刊

ボランテイア団体ハ 4月号
子レビa寄付1

ボラナビとは
ポランティアナビゲーシ∃ン(案 内役)

を略した造語です。

今月の表紙は、ヒミツ画家,モモカメ

さんの作品です。普段は会社で働く

CAD使い&デザイナー。しかし、ひと

たび筆ベンを持たせると、大変なこと

|こなる。す すごい。

制作時間17秒の早業です、とのこと。
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ボランテイアと、
地域活動の情報満載。

速 報

3月 25日 要イ訳 第20号 )
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速 報 軋拶了渉イア
回はベテ

●
一
Ｉ
●札幌市内のホテルで不要になつたテレビ90台を、ボラン

ティア団体などに寄付していただくことができました。立

派なテレビにみなさん大喜び。環境を考えても、廃棄さ

れなくて良かった!とホッとしています。

テレビを寄付して下さった中央区のロイトン札幌

「大量のテレビを買い換えることになったので、こ

れ志で使っていたものを、よろしければボランラヽ、

ア団体などにさしあげたい」という話を聞きました。

ホテルの客室で7年間使われていた19イ ンチのテレ

ビです。保存状態は良く、使用時間もあまり長くあ

りません。

急な話だったので「月刊ボラナビ」 |こ は掲載できま

せんでしたが、早速、矢□り合いのポランティア団体

などに呼びかけたところ 、希望が殺到。90台を50

カ所にお渡じすることになリホした (テ レビの配送

には札幌通運さんが協力して下さい表した)。

テレビ10台を受け取る「女のスヘースおん」は、女性のためのネットワーク事務所です。活動の

一つとして、夫の暴力などから逃げてきた女性や子どもをかくまう「駆け込みシェルター」を運

営しています。「着の身着のまま逃げてくる母子がほとんどです。テレビは、彼女たちがシェル

ターに避難している間や、そこから出て、新しい生活を始めるときに使ってもらいたいと思います」.

企業には 、お客さんの二一ズに応える

ため 、まだ使えても新しいものに買い

換えなくてはな らないことがよくあり

ます。今回のように再利用されること

が多くなるといいなあ、と思いました。
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団体などに寄付されるテレビの山
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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

●内容 :現 在、藤野南小学校へ通学しています=こ の春、中学校へ進学致しますが、私は筋ジ

ストロフィーのデュシャンス′11で 自分では動けません_llイ、野中学校への人学は決まっていますが、

中学校より介護者を要|:1寺 されています。

それで、ボランティアを至急探しています=両親はもちろん介護してくれますが、弟の啓太も

同じ筋ジストロフィー患者で小学校 3年 になるので手が足りません。ご協力して下さる方がい

ましたら、ぜひ詳しくお話したいと思いますcよ ろしくお願いしますc

●連絡先 :TEL/FAX 011-594-2067 南区藤野 5条 5丁 目 佐藤太一

●内容 :6夕の息 rは 、この 4月 から養護学校に人学する予定です。コルネリア・デ・ラング

症候群という病気のため知的障害を持っています。入学後、放課後から、母親の私が勤務終了

までの間の保育のサポー トを、どなたか、していただけないでしょうか。私は2交代制の仕事

をしているので、日勤の時のみ (ひ と月に 10日 くらい)助 けを必要としています。このままだ

と入学できる学校 も決まらないのではないか、と大変困っています (義務教育なので、そんな

ことはない、と思いたいのですが)。 また、どんな方法があるか、ご存 じの方、教えていただ

けませんか ?よ ろしくお願いします。

●日時 :学校が終わる13:20～ 18:30く らい。目は不定期です。

●場所 :北広島市共栄

●問い合わせ先 :TEL011-3723911(14:々 木 |
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中学校生活を手伝つていただけませんか ?

保育のサポート、もしくはその方法を教えていただけませんか?
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コンピューターグラフィック。3Dに興味のある方、お手伝いしてください。一
一

●内容 :APEI,(PCに よる障害者の就労を考える会)では、昨年から交通事故による脳外

傷の行者にパソコンの個別指導をボランティアで行っています そのお ■伝いをしてくださる、

CG・ 3Dに関心のある方をボ集しています .使用ソフ トは、FanfarePhotographeiPhoto Shop.

Peint shOp PrOLttht Waveな どです( よろしくお願いします´

●日時 :平 日目中.週 1回程度c14:00～ 17:00の 問.

●場所 :東区北 7条 束4丁 目 (札幌駅より徒歩 8分 )

●連絡先 :e_mail:hOkutOu@zeus■ etspace.or.jp FAX011-751-9940(西 田 )

出来れば e― mailに てご連絡 ください。

●備考 :交通費は一部負担 しますじ
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●内容 :ガ ールスカウ ト運動とは、少女と若い女性のための社会教育運動です |||ら の可能 H:

を最大限に伸ばしながら、どんな事にも挑戦できる自信を持ち、責任ある||[界 市民に育つ .:」 を

目指 しています.彼 女達を支|ス:す るために、また自分自身の生涯学習などのためにポランテ ィ

アとして様々な立場で活動 してくださる 18才以上の女性の方をボ集 しています` ガ
ールスカウ

トについてご理解いただくためにも、リーダーになるための講習会を受講 してみませんか P

●指導者養成講習会の日時 :5月 3日 (水 )～ 5日 (金 )

●場所 :か でる2,7内 (中 央区北 2西 7)

●問い合わせ 0申込先 :(社 )ガ ールスカウ ト北海道支部 TEL011-22■481l FAX011-271-4115

申込締切は4月 21:|(金 )ですヽ

●備考 :な お、新一年生を中心とした小学生の女の 子と、ガールスカウ トってなんだろうと思

った人人の方を対象に、ガールスカウ トチャレンジキッズを開催 します 4112311(||)10:
30～ と13:00～ の 2回 です。30分 前から受け付けます′,場所はかでる27 710号 常です

ri[児の用意があります _参加希望の方はお申し込み 卜さい 1用 い合わせは ll記 と同じですが、

毎週水 。金曜のみの 10:00～ 17:00で す .
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ガールスカウ ト運動を支えるボラ ボ集





子どもの野外活動プログラムに関するボランティア ボ集

●内容 :北海道自然文化教育促進会は、自然、文化面に関する教育を促進するための団体です _

余市・小樽・札幌地区中心に、幼稚園年長児～中学生を対象とした野外プログラムの企画運営

を行なっています。様々な体験を通 して「五感を通 じて、自然の美 しさを感 じること」「その

場で工夫して楽しく遊ぶこと」「チャレンジすること」「ふりかえること」を大切に考えています [

現在、新年度を迎えるにあたり、スタッフをボ集 しています_内容は子ども達のキャンブカウ

ンセラーとしての活動です。関心のある方、ぜひご連絡 |ヽ

‐
さい

●日時 :主 な活動は毎月第 2・ 4の 土・日曜 日。時間は、だいたい 8:00～ 20:00(日 曜日|よ

18:00ま で)です。土曜日だけの参加も可能です。

●活動場所 :小樽を中心に後志支庁、札幌近郊がメインです
=

●備考 :交通費やその他、個人装備の準備費を 一部支給 しております.年齢や性別、資格等 |よ

問いません。子どもが好きで、自然が好きな方であれば大歓迎です=ぜひ一度お問い合わせ下

さい。なお、第一土曜日には、研修会 (ゲ ーム、自然観察、カウンセリング、救急法、キャン

プ技術など)が あり、こちらにも参加 していただける方をボ集 しています.

●連絡先 :北海道自然文化教育促進会 TEL0134-54-6468 Fκ 0134-52-3007

e_mail:yuttan@mintOcn,nelp(担 当 :小松 )

〒047-0155 小樽市望洋台 2-14-1 望洋ヴィレッジ内

●内容 :私 は市内の大学生で、昨年の夏体み、ベ トナムの子供の施設を見学 してきましたこそ

の施設の名前はⅥnage Of HOpeと いい、5～ 17才 までの 180人 ほどの、貧困のため養育 されな

い子供達がいます。その費用はスポンサーを募って運営 され、私も帰 りに何人かの子供達のス

ポンサーを探す事を依頼 されました ,そ の後、ボラナビ12月 号に掲載させていただき、おかげ

で 4人の子供達のスポンサーが決まりました。本当にありがとうごぎいました。しかし、まだ

5人の子供達の分が決まっておりません。お一人ですと一 ヶ月3100円 ですが、お友達と組め|ゴ

1550円 、3人で組めば ‐人 1000円程度で済みます。どうぞ、よろしくお願いします

なお、子供達から最低年 3回のお使りが届きますぃ和訳、英訳の心配はありません

●連絡先 :TEL/Fん( 011-883-6946 宮川雅美・富 子

●備考 :基本的には善意によるもの

ですから ・時的な寄付も可能です

衣類などの占占物は扱いが困難なの

で取 り扱いできません,ま た、

人的援助も今の所大文夫ですので

すみませんが、ご l′ 承 ドさい
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ベ トナムの子供の里親になりませんか ?
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民間デイサービスポランティア ボ集
一
一

」

一

●内容 :こ れから開設 されるデイサービスのお手伝いをしてくれる方をボ集していますc活動

内容は宅を所の運営 (話 し相 手、掃除、送迎、外出付き添いなど)や行事の運営 (計画、)〔菫営、

後片付けなど)ですc現在ボランティアスタッフは30人近 くいるにもかかわらず、デイサービ

スの運営時間に来 られるスタッフが 4、 5人 と少ないので、1人でも休むと回らなくなる可能性

があります。どなたか私達と共に頑張っていただける方、やる気 さえあれば誰でも出来ますの

でよろしくお願いしますc(販売、勧誘、1秀惑等の目的を持っている方はお断りしています )

●日時 :活動 日時は特に無く、出来る日の出来る時間に参加 していただければ助かります G

●場所 :厚別区厚別南 2丁 目17-14 宅老所「ユースフルデイズ」

●連絡先 :ボ ランティアサークル
~ば

らびねっと」

TEL 011-801-4977 FAX 011-801-4978(刀反日 )

●内容 :ア イススレッジホッケーという障害者スポーツをご存知でしょうか ?下肢に障害のあ

る人が、スレッジと呼ばれるソリの ドにスケー トの刃が付いた乗り物に乗って行うアイスホッ

ケーのことです。私たち「北海道ベアーズ」は、道産子の集まる、北海道で唯一のスレッジホ

ッケーチームです。道内各地から選手が集まり、月に2回 ほど札幌、苫小牧で練習をしています。

しかし、チームの構成人数が少なく、メンバーをボ集 しています。興味のある方は連絡 してく

ださいぃまた、そのような競技があることを、お知 り合いに障害者の方がいらっしゃったら、

お伝え下さいEよ ろしくお願いします。

●連絡先 :TEL/FAX 011-741-7825(電 話は夜の方がいいです)東区北 16条 東 15丁 目2番 20

須

"κ

 e-11lail:s― sudohCmuj.biglobe.nelp

ホームページ h■p://ぃ、w2s.biglobe.nelp/～ s―sudoh/(練 習日程はこちらでも見れます)

7

障害者の方、アイススレッジホッケーをやりませんか ?

絵画展示即売会をお手伝いしてくださる方ボ集

●内容 :精神に障害を持つ方の施設建設をすすめるために、絵画展示即売会をします。お手伝

いいただけませんか ?

●展示会日時 :4月 28日 (金 )～ 30日 (日 )(27日 には絵画搬入作業あります)。

展示会は 10:00～ 19:00です。

●展示会場所 :ア スティ45ビル (中 央区北 4条西 5丁 ||)

●問い合わせ :TEL/FAX 011-753-5294(絵画展担当 光共同作業所 佐治 )

東区北 26条東 15丁 目 1-10
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「記憶のデザイン展」&「GOMI達のメッセージ展」ボランティアボ集

●内容 :「記憶のデザイン展」は、 リサイクル素材をテーマにした国際デザインコンペ “国際

デザイン・リソース・アワード'｀ の受賞作品の中から、約 100点 を紹介するものです。同時に

開催する「GOMI達のメッセージ展」は、造形作家の松本純一とゴミ造形団によるゴミを素材

としたアート作品を、制作・公開展示します。会場では、来場者とともにつくるアー トワーク

ショップも企画しています。

たくさんの人に、身近にモノを作る楽しみを感じ、体験してもらうために、ボランティアスタ

ッフをボ集していますG作業の内容は、「GOMI達のメッセージ展」の展示作品の開発・制作、

両展覧会の会場設営 (展示什器の制作、セッティング)、 会場案内、パンフレットやDMの制作・

発送などです。ぜひご連絡 下さい。

●日時と場所 :「記憶のデザイン」展は、4月 21日 (金 )～ 30日 (日 )江別市野幌公民館ギャ

ラリー (江別市野幌町 13-6)、 10:00～ 20:00。

「GOMI達のメッセージ」展は、4月 21日 (金 )～ 30日 (日 )野幌商店街ストリートギャラリ
ゝ

― (江別市野幌町 81´ 目通)、 10:00～ 20:00。

●問い合わせ先 :「記憶のデザイン展&GOMI達のメッセージ展」実行委員会

事務局 TEL011-738-1551 FAX011-700-4357(担 当 :若槻)

(ⅣⅨの方は住所・氏名・生年月日・性別・職業・自分の得意分野を明記してください)

●備考 Iゴ ミ造形団 (ぞ うけいだん)は 、空き缶や壊れた機械、伐採された本の枝、紙くずな

どを材料にアー ト作品を制作するグループです。最近では子供達を集めたワークショップや地

域のイベントでの制作パフォーマンスなども行なっています。捨てられるもの、占いものに目

を向け、「みんなでモノをつくる楽しさ」を通じて環境問題を考える活動を目指しています。

国際デザイン・リソース・アワードは、94年に創設された、資源を有効活用するための優れた

デザイン提案に対して賞を与える国際コンペティションです3主催者のデザイン・リソース・

インスティテュートは米国シアトルに拠点を持ち、展示場では300点 を超える受賞作品を公開

していますら

ヽ,´
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ボランティア・パーソナリティおよびディレクター ボ集一
一

●内容 :札幌コミュニティ放送局、「ラジオカロスサッポロ」では番組の制作を手伝ってくだ

さるボランティアスタッフをボ集中です。業務内容としては、

1.ア シスタント、パーソナリティ、 ミキサー、ナレーター、およびお手伝い。

2.放送番組の機器操作 (ミ キサー)

3.CDな どの音源管理、リス トの制作 (パ ソコンが出来る方)な どがあります。

●日時 :曜 日と時間は相談 します。

●活動場所・連絡先 :中 央区北 1条 西 271~‐ 日5-10 廻廊ビル 3階  ラジオカロス札幌

TEL 011-622-2300 FAX: 011-622-5201

(平 日の 9:00～ 16:00に お願い致 します。お越 しになる前にお電話 Fさ い)3

地下鉄東西線「円山公園駅」または「西28丁 目駅」下車徒歩4分
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絵本屋さんでの催 し

く|よ うす |,と るわん」では、地域の子どもたちとお母さん・お

矛

「ぶっ●内容 :

物 をゃっています 4月 の予定は以 ドの とおりです ぜひお越 し下 さい
父 さんの

04月 1日 と2日 (上 ・日)1 4:00～ 16:00 りとるわんフリーマーケツト

毎月第
‐

ll・ 11に やっています 膵内ですので、冬は暖房バ ッチリです (1月 だけお体みです )。

また、出店希望_者 も随時ボ集 しています IIIlllli計15()0円 /11と 格安です

04月 15日 (土 )お はなしの森小劇場

f撃 ナlγり311曜 |||■ や)っ ~ご
t｀ ま―

ケ 今|||||よ   iOヽ きσ)こ ′ぶた」、 1:|li寅 |よ |ク リし――ワィ餞 υ)方 て々
｀
す
~

14:00～ と15:30～ の 2 1HI ll演 します べ場料は31以 11300111で す

04月 22日 (土 )14:00～ 「きしたてんだい 絵本パフォーマンスライフ」

絵本にまつわるパフォーマンスです.出演は、FMア ップルでハーーソナリテ ィーを務めている

きしださんです.毎 月第411曜 |―|です: 」こともたちも楽しんていますが、人人め|ま うが楽しん

でいるょうです .入場料は3才以上300円 です .

●開催場所と問い合わせ先 :「 ぶっくはうす りとるわん」白石区本郷通 61~目 南 2-1

TEL/FAX 011-860-1325(佐 々木)e―mail:tcnShu@lide―One.C01p

ホームページ http://www.lme― one.colp

●備考 :毎週本曜日15:00か ら |~り とるわん おはなしの会」をゃっています こちらのポラ

ンティアさんをボ集しています 絵本に限らず、 J′ どもたちにおli!「 した Iつ 、ハフ十一マンスの

できる方、 子供向けの ,千楽会などやっていただける方川歓迎です
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請演会「支えあう豊かな地域を目指して」

●内容 :「趣味_|「 特技」「資格」を登録し会lt同 lfの 助け合いを基本に、1時 間|:,1:i[を 行う

`｀

II:1的

なボランティア団体、NALC(ナ ルク)です 大阪が本部で、江別は北海道で5番 |IJ)活動

拠点となります _、
このたび、マスコミ出演で多忙な堀‖1カ さん (ロ ッキード事件の検事て、現

在は「さわやか福祉財団理事長」「NALC顧 間」)に 、「支えあう豊かな地域を目指して 三題

して講演していただくことになりましたt,入場料500門 てす どうぞお越し下さい

●日時 :4月 2日 (H)16:00～

●会場 :江別市民会館ホール 江別市高砂町 6番地 (江別市役所隣

'

●問い合わせ先 :ナ ルク江別事務局 TEL/FAX 011-388-1251 11二 1松

多言語活動講演会「7カ国語で話そう」

●内容 :多 言語活動について講演 し、どんな国のことばも環境 さえあれ |ま |1然 に話せるよう|二

なり、どんな国の人とも人種や[l]境 を超えて交流できるということをご紹介します

定員 70人 、参加無料です :

●日時 :4月 1日 (土)14:00～ 16:30

●場所 :タ ーミナルプラザことにPatos(西 区琴似 1条 41‐ 目 地 |(鉄 束西線「琴似駅 地 |「 2階 1

″
「

EL011-612‐ 8383

●申 し込み :電話でお申 し込ふ下 さい (先 清順 ).
′

「
EL 011-615-8870

(ヒ ッポファ ミリークラブ研究 ,1 1‖ 中 )

飾器ふ述『 濃ξσゝ 含 彙オご 珀び罐つξ∫6ゝ 奪 」tこ
・
有 じ■す 力` ?‡

道では、道産農産物の消費拡大を図るため、道内・地域でとれ

たものをたべようという「愛食運動」を進めています_この運動

の一環として、道産食材を活用した料理や道産米を提供する道

内の宿泊施設を「北の食材こだわりの宿」として登録・PRし て

います。是非、ご利用ください_

お問い合わせ:北海道I[政 部流通女」策|‖tllk路 11人 係

全道版ガイ ド

〒060-8588札 幌市中央区北3条 西6丁 |I TEL011-231-4111(内 27-667)
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ボランテイアで書をして下さるという方ばかりです。でも、書を依頼される

方は、ぜひ感謝の気持ちを表して下さい。できれば交通費やその値をお支払

いして下さい。一芸ボラさんの輸が広がるといいですね。

セラ' 療 ‐)

ボラ

昨年12月 に [飛び立とう 自由な宇宙 (そ ら)へ ]

という歌でCDデ ビューした安川雅史 とHAK
UBUNで す。歌を通 じて、悩んでいる人たち

を励ましたいという思いから、全道の学校や少

年院などの施設で無料ライブを行っています。

「歌」は、時には言葉以上に人の心に残ること
があります。ライブをやってほしいというご要
望があれば下記までご連絡ください。
(問 い合 わせ先 :丁EL/FAX 011-886-0901

SABATO MUSIC)

☆ボラナビよリー言

先日、老人保健施設で行われたライブの様子 を

見学 させていただきました。CDで 出 した歌は

どちらかというと若者向けで、夢 を持ち続ける

ことの大切 さを伝えたい、と熱いメッセージが

込められています。でも、ライブでは演歌も歌

ってもらえますよ。お年寄 りのみなさんからは

アンコールもでていました。

老人ホームや小学校を訪問 し、お年寄 りや子ど

もが描いた絵のデザインや色づかいから、その

方の気持ちを読みといていくアー トセラピーし
ボランティアを20年 ほど続けています。定期的

に数力所で活動 していますが、時間の都合があ

えば、他のところにもお伺いすることは可能です。

どうぞご連絡下さい。

(問い合わせ先 :丁EL 011-511-7509 長谷川)

☆ボラナビよリー言

長谷川さんは元小学校の先生です。市内の小学

校で、子どもの絵を持ってきたお母さんたちに、

おもしろく、,時 に鋭い指摘を交えて解説 して下

さいました。「 (太 陽の位置から)こ の子はお

母さんのことが大好きですよ」「この子の話を

もっと聞いてあげて下さいね」のアドバイスは、

家でのお母さんと子どものおしゃべりのきっか

けになったのではないでしょうか。
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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。
(問 い合わせの多い大通り、札幌駅近辺のいくつかには住所も書いています )

●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 (本屋 )、 北海道女子大学、
札幌学院大学(江別BBS)、 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、北海学園大学、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…●

北雄ラッキー、スーパー JOY、 札幌東急ス トア、
ホクレンショップ・ホクレンデイスカウン トンヨ
ツプ、コープさっぽろ、SEIYU、 マイカルSATY<以
上のスーバーの市内全店 >、 札幌フー ドセンター(平

′、

「

、元町、澄川、北、新道、篠路、豊平、琴似、菊水、森

Jヽ》
f目仄 |」

ムー東苗穂、月寒中央 )、 マ ックスバ

●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、
川沿 1条 1丁 目)、 ピヴォブックセンター (南 2西4ピ
ヴオ6階 )

●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●

VRGIN MEGA STORE(南 1西3ラ・ガレリア地下1階 )

●映画館●

松竹、SY遊 楽、札 ||,尼 劇場、ンアターキノ、東宝公楽、
東|1央 1判

'場●銀行●
札幌信用金庫 札幌市内と近郊全店、北海道銀行 札
IL「F内 と近郊全店
●病院●

「 1漏渓il.会 り
|ケi院、北海道イ|11環 器病院、||∫ 立札幌病院

●飲食店●
可合茶館 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 ロカルチ
ャーセンター (北 2西 1)、 札幌国際プラザ(北 1西 3)、

北海道電力1株 ,市 内令営業窓 ||、 琴似 |1食 コンカリ
ーニ ヨ、道新文化センター(大通 り西3)、 ライラ ック
バセオ、JTイ ンフオプラザ (南 2西 3)、 さつぼろ村
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、図吉∫i宙 、地区センタ~、 市民活動プ
ラザなどに配布をお願い しています )

“

|二 お振 |リ メ△み く

ります )。 6カ 月間お方」け しま けでき
ますの

4月のポラナビの集い

723 13:30～ 15:30
(日 ) 初心者歓迎!

_ヽ

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,

ハ ノクナンバー

はじめまして |ボ ラナヒに送られて来た掲載依
頼 FAXを 編集して、打ち込むボランティアを
始めた大学生ですcや ってみて う一ん、書き
手の気持ちを簡潔にまとめて作り直すのはムズ
カンイ=読者の皆さんに「ボランティアしたぃ」
って思っていただくにはどうしたらいいか、考
え始めるときりがありませんcで も、なかなか
奥が深くて面白いです.今までは忙しくて、「ボ
ランティアなんて 」と思っていましたが、あ
まり構えず、自分の出来る事を出来るだけやろう、
と考えを変えました.春になって、新しい事を
始めたいとぃう方もいらっしゃるのでは?私も
そんな方のお役に少しでも立てれは、とパソコ
ンと格闘しています 1(今井 美佳 )

12け は||||1切 れてしまいました1.

4セ ンチ

横 13セ ンチで 6 です (版 ド制作費込み)。「月刊ボム
′ ´ヽ

瞬
V
験プ

ボラナビでは、表紙の絵をボ集しています。
応ホの方 ラ ナ

してく うにお願いします.よ

ます.には、こ

※「月 ナビ」は 25日 に
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協賛してくださった方々(順不同)

・北 束レジャー株式会社 様
。北海道ビジネスオートメーション株式会社

・三樹会病院 様

・札幌ポプラライオンズクラブ 様
。清 ll!町社会福祉協議会 様
。株式会社リクルート北海道じゃらん

。北海道紙商事株式会社 様

・株式会社 ll屋ホーム 様

・北雄ラッキー株式会社 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

・北海道 11質コンサルタント株式会社

・札幌通運労働組合 様

・城宝 和茂 様

・高垣 正計 様
。進藤 芳彦 様

・株式会社ホクレン商事 様

様 ・札幌すすきのライオンズクラブ 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 )

様 ・札幌光星学園 様
。真屋 幹雄 様

・札幌中央郵便局 様

・株式会社あるた出版 様

・札幌公務員受験学院 様
。中道リース株式会社 様

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

ヽロ

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ぃ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.継続的なご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)。

■郵便局口座番号 :02700-1-5671

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

■北海道銀行日座番号(普 ):札幌駅北口支店 152-08160501ご連絡先をボラナビにお伝え下さい・

■加入者名 :ボラナビ倶楽部

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す。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 (Eメ ールだと嬉しい|)。 掲載料は無料です。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、送られた原稿はスペースの関係

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。

J島攣ビ
〕餞‐ホーI―サ:lレス‐

  htpソi′w.wv′ iniosn。■,ne」 prv。 lunavi′

‐|メ ールアドレス
volunavl(2'mb inioSnoW.■ e ip

月刊 ポラナビ

■発行:ボラナビ倶楽部

〒o01-0011 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 3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
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