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ボラナビとは
ボランティアナビゲーション1案 内役

を略した造語です。
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地域活動の情報満載。

今月の表紙は、恵庭市の小川里恵子さん(30)の 作品です。幼稚園の頃

からの夢、プロの絵描きになるために、OLをやめて勉強中だそうです。

「絵は夜のほうがはかどるので、つい夢中になって夜更かししちゃう

こともあるんですよねえ」とのことでした。どうぞ身体に気をつけて、

また素敵な作品を書いてくださいね。
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NPCのリッカゝツシフ
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皿pCのリッカゝ
生蓼性 麟かりの菫

情熱に燃えた人たちが始めるNPO(非営利組織)ですが、初めから「会の

運営」を得意とする人は多くありません。事務所がない、資金の集め方

や会計、給料、保険の手続きがわからないなど、特に初めは「 ?」 だら

けです。活動にエネルギーを注ぐ前に、雑多なことで意気消沈してし

まうこともあります。サンフランシスコにあるタイズセンターは、そ

んな生まれたばかりの団体が活動を進めながらノウハウを身に付けら

れるよう支援する、頼りになるNPOです。

タイズセンターの3つの機能

タイズセンターは元軍事基地だったサンフランシスコ湾沿いのプレシディオ公園

の中にあり、市民団体がそれぞれの活動に専念できるような支援をしています。タ

イズセンターの名前を貸す「名義貸し支援」 、事務所のない団体に間貸しする「事

務所支援」、会計、税金事務、給与手続きなど面倒な事務作業を引き受けてくれる「事

務請け負い支援」が主な働きです。

1)名 義員 し支援

生まれたばか りの市民団

体は 、体制を整えた り、活

動を軌道に乗せることに全

力を注 <｀ ため 、NPO法人化

にまでなかなプD｀ 手がまわ り

ません。また 、一回限 りの

催 しを開く団体 (00実行

委員会など)|ま法人化 して

もすで解散 しなくてはな り

ません。そこでタイズセン

ターでは 、そうした市民団

体も税制優遇などのNPOの
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18世紀にスペイン人が建てたため、自壁でス

ペイン風c歴史的建造物に指定 されているc
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特典を受けられるよう、『NPO
法人格をもつタイズセンター

のひとつのブロジェク ト』と

位置づける「名義貸し支援」

をしています。

今この支援を受けているのは、

シベリアの森を守るプロジェ

ク ト (実際は、これでひとつ

の市民団体)、 売春問題を考

えるプロジェク ト、世界資源

を考えるプロジェクトなど350

あります。それぞれの団体は、

センターの中にはパスタやサンドイッチなどの軽食が  連 呂 、」ミユ _′ノ~ン 」ノ 、

食べられるカフェもある。団体同士の交流の場にもな  予算 、スタ ッフ管理 、財政 に
ノ υヽ.υ O                  

関して 、センターのスタ ッフ

からア ドバイスを受けながら活動し、成長していきます。信用あるタイズセンターの

名前によって、それぞれのプロジェク トが助成金を集めやすいメリットもあるそうです。

2)事 務所支援

タイズセンターは 12の建物君Bか

らな っていて 、今は環境系を中心

に45の市民団体が間借 りして事務

、し:を
′1青 えています。それぞれの団

体にとって 、共同事務所は 、セン

ターのスタッフや他の市民団体の

人たちと日々顔 を合わせて交流が

できるメリッ トがあります。

また 、サンフランシスコは不動

産が高騰 しています。タイズセン

ターのように、交通の便がよく、

自然に囲まれた環境に割安で事務

所を持てるのは市民団体にとって

嬉しいことです。
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3)事務請け負い支援

市民活動にはたくさんの書類仕事が伴います。そのためタイズセンターでは、会計、

税金事務、給与手続きなど面倒な事務作業を請け負っています。費用は、その団体規

模に応じて予算の6～9パーセント。こうした事務仕事は、お金を払って専門家に委託

するのが一般的ですが、まとめてタイズセンターにやってもらうことでコストを削減

できるそうです。このサービスは、大きくなった市民団体にとっても魅力があります。

そのため、センターにずっととどまる場合もあるそうです。

センターができた経緯

タイズセンターは、タイズ財団(革新的なNPOにお金を助成している財団)が「NF‐ 1

が集まれる場を作りたい」というアイデアを行政に提案したことから始まりました。
~

軍事基地が94年に閉鎖されて跡地が国立公園になり、国立公園局が、陸軍病院だっ

た建物の使いみちを公募していたときです。『資金を出さずに公園内の建物をきれい

にし、有効活用してもらえる』という行政にとってのメリットと、 降 貸料をほとん

ど払わずに、環境のいいところで活動できる』というタイズ財団のメリットが一致し、

センターは誕生しました。建物を国立公園局から50年という長期契約で借りられて

いることも、賃貸料が年間たった 1ドル (100円強)と いうことも「NPOがさまざま

な分野で活躍するのを市も期待している」 (タ イズ財国会長のドラモンドバイクさん)

ためです。

タイズセンターでは、毎年50～60の新規プロジェクト (う まれたばかりの市民団体)

を受け入れ 、これ まで 104の市

民団体が卒業 (独立)し ていま

す。いまタイズセンターと市で

相談 して 、他の場所にも同様の

NPOセ ンターを作る計画を進め

ているそうです。タイズセンタ

ーのような役割を、よく「インキ

ュベーター (孵化装置)機能」

といいます。うまれたばか りの

卵やひよこが独 り立ちできるま

で、親鳥のように風雪から守り、

温めて <れるこうしたセンター

は、日本でも求められています。
タイズセンターのスタッフは50人。そのうち18
人は、担当の市民団体 (プ ロジェク ト)に ア ド
バイスをする役目。
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平日10:00～ 17:00開館ですが、週末を含め、た
いてい夜遅くまでどこかの団体が活動しています。

北海道NPOサポートセンター

ボラナ ビ倶楽部の

事務所が入 っている

「北海道NPOサポー

トセンター」も 、タ

イズセンターと同様、

事務所支援をしてい

ます。いま問借 りし

ているのは 15団体。

環境 、福祉 、まちづ

くり系など分野はさ

まざまです。

ボラナビ倶楽部は、専用の机ひとつと書棚を借りていて、ひと月に

賃貸料を 1万円払っています。ボラナビスタッフがいないときに代わ

りに郵便を受け取ってもらったり、カギを持っていないスタッフが事

務所に来ても入れたりするなど大助かりです。共用のFA× 、コピー機、

印刷機と、会議室 (別室)があります。

北海道NPOサ ポー トセンターは98年 、市民活動を支援することを

目的に、地域の人たちの手で作られました。市民団体のNPO法人化の

手伝い、市民団体に有益なシンポジウムの開催、行政からの仕事の受

託などをしています。全国各地にあるこうしたNPOセ ンターと情報

を交換したり、共に活動したりもしています。

NPO法 人

北海道NPOサポートセンター

北区北 11条西4丁 目1-29
~「

EL 011-716-3369
FA×  011-716-2899

匡―ma‖

npo@mbi∩ fos∩ ow∩ e lp

∪RL
http1//WWW infos∩ ow∩ e ip/hashl∩ et/

地下鉄「北12条駅」から徒歩3分。
JR札幌駅から徒歩10分の好立地。
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ボラナビでは、今、3月 号に掲載す
る情報を集めています。1月 25日
ま で に、最終ページにあるボラナビの

宛先までお寄せくださいc

※春はボランティアさんが卒業・就職

などで入れかわる時期です。この頃

に合わせてボ集したい方もお早目に !
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●内容 :ボ ランテ ィアサークル 可 と
「

」では、 さっ|ま ろ 11'ま つりの期|||1中 、こ
°
高齢の方や体 し`

イラスト:タ ケダミヲ

の不自由な方と雪まつり見物を楽しんでくださるボランティアをボ集しています。雪道で車椅

子を押していただく介助が中心です。期間中は大通 6丁 目にボランティアハウスとして本部を

設置します。また、これに先立ちまして、車椅子の取り扱いなどの研修会&説明会を開催します。

●日時 :平成 13年 2月 6日 (火 )～ 12日 (月 )、 本部は 1日 中運営していますが、ボランティ

アの活動は 1日 3～ 4時間、1日 だけでも結構です。ご都合のよい日時にお願いいたします。

●場所 :大通公園 (さ っぽろ雪まつり会場 )

<研修会 &説明会>
①日時 :平成 13年 1月 7日 (日 )10:00～ 15:00

場所 :札幌市社会福祉総合センター視聴覚室 (中 央区大通西 19丁 目)

②日時 :平成 13年 1月 14日 (日 )10:00～ 15:00

場所 :かでる2・ 7 710会議室 (中 央区北 2条西 7丁 目)

※同じ内容でザので、いずれかにご出席してください。
●備考 :研修会&説明会当日は、地下鉄乗車実習のため、地下鉄一区間分の料金と、ボランテ

ィア保険300円 が必要となります。雪の上で車椅子を押す実習もありますので、暖かく動きや

すい服装でいらしてください。また、昼食をご持参ください。

●連絡先 :ボ ランティアサークル「手と手」事務局 TEL/FAX 011-833-2098

3Mail:teto掟 @catnip.icema■ ne.jp

6

雪まつり見物の介護ボランティア ボ集
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日常生活のお手伝いをしてくれる方 ボ集
一
一

●内容 :斉藤マツヨさんというおばあさん (90才 )の生活のお手伝いをしてくださる方をボ集

しています。斉藤さんは、これまで障害をもった息子さんと二人暮らしをしていましたが、昨

年息子さんに先立たれ、'心細い思いをされています。斉藤さんは年齢の割にしっかりしている

ので、日常生活において介助の必要はありませんが、高齢のため、天候などによって体調が左

右されやすく、一人で家にいるのは大変不安だとおっしゃっています。ボランティアの内容は、

買い物や食事の支度が中心で、基本的には家にいていただけるだけで結構です。決して難しい

ものではありません。現在、大学生を中心に10数名がボランティアをしていますが、人数が不

足しています。ご協力をお願いします。

●同時 :① 17:00～ 21:00(買い物や食事の支度など)

② 21:00～翌朝 10:00(泊まり当番)

※多少の調整は可能です。

●場所 :豊平区月寒東 1条 10丁 目C4106

●連絡先 :TEL011-853-4764

(斉藤、17:00～ 23:00)

携帯 090-713-80570(大 江 )

●備考 :毎 月 1回 「ボランティアの集い」

と称 してボランティアが集まる機会を設け

ています。気軽な集まりですので、興味の

ある方はまずこちらに参加してみるのもよ

いと思います。まずはご連絡ください。

昼食作り。木工の指導。印刷物作成。子どもの遊び相手ボランティア ボ集
一
一

●内容 :脳 外傷友の会 |~コ ロホ ,ク ル_は 、4月 に移 ったばかりの場所から、さらに移転 しま

した  今唆はILIII足 ドーームυ),Iく て、1乍 業」場もドーーンと,ム くな |〕 ました そこ
~ご

、 ホランテ ィア

さんも「大ボ集します

11「業所でお昼ご飯を作ってくださる方

2~[芸 ・T芸の指導をしてくださる方 (特 に本:11の 指導 |

3会報や印 |||||1物 の111‖1集 をお「仏 いしてくださる方 (POPや イラス |ヽ が得適:な 方は迎 )

,1-一緒にスボーツを楽 しんでくださる方

=子
どもと遊んでくださる方

ご連絡お待ちしています

●日時 :1～ 11月 ～金|1相 1 10:00～ 16:00(中のな 14:00頃 まで)

i・ 月 1回の |― ‖曜||

●場所 :豊平区月寒東 1条 17丁 目5-39 2F

●連絡先 :コ ロポ ックル TEL 011-858-5600 FAX011-858-5696(原 田)

7



視覚障害者の皆さん !一緒にXCスキーを楽しみませんか?

●内容 :視覚障害者とともに、年間を通してスポーツを楽しむクラブです .名 前は「ラングラ

ウフ・クラブ」といい、今年で活動 15年 目を迎えます。冬はXCス キー (森林浴をしながら進む、

気持ちのよい歩行中心のもの)を 楽しんでいて、毎年各種スキー大会に参加しています=新規

会員とボランティアを募集していますので、興味のある方はぜひご連絡ください「
●日時 :練習開 台々 ｀

14成 13年 1月 611(L)9:30～ 11:30、 以ffr毎週 ll曜 ||に練習会を開催します _

●場所 :滝野すずらん公園 (南区滝野 247)

●連絡先 :ラ ングラウフ・クラブ TEL/FAX 011‐ 685‐4056(事業部長 小林保)

E―ⅣIail:VEG01656@ni■ y.ne.ip

●備考 :ク ラブには 1'備 の スキーがありませんので、スキーをお持ちでない方は、i,七野すず ら

ん公園で レンタルをお願い します (平成 12年度は 1卜| ‐式 520円 )_

●内容 :「障害児をもつ親の会」という団体が、子どもたちにさまざまな体験をさせる目的で、

年 2回、夏と冬にキャンプを行っています。この冬は、洞爺湖キャンプ場で行いますc個別で

の集合が難 しいため、バスをチャーターしていくことになりましたが、大型バ スの運転ができ

るボランティアが一人しかいません。大型バスを運転できる方、一緒にキャンプに参加 してく

ださいませんか ?も ちろんご家族での参加も大歓迎。例年参加者は 40名 を数えていますが、保

育士のボランティアによる遊びや歩くスキー、チューブ滑 りなどの体験に、 子どもたちが見せ

る笑顔は素晴らしいものがあります。思い出に残る 1泊 2日 の旅になることをお約束 します。

●日時 :平成 13年 1月 6日 (土 )、 7日 (日 )

●場所 :運転は札幌、洞爺湖間の往復 (交代制 )、 宿泊は洞爺湖キャンプ村

●連絡先 :ボ ランティア社の家 TEL011-888-6670 FAX011-888-6678(保 木本)

●備考 :心苦 しいのですが、参加費は実費でお願いいたします。

ゝ

δ

キャンプに参加できる大型バスの ドライバー ボ集

自開症の子どもの音楽療法ボランティア ボ集
一
一

●内容 :「おたまじゃくしの会」では、自開症の子どもに対する音楽療法を行っています。そ

こで、子どものおlit話 をしてくださるボランティアをボ集します。音楽に関する知識はなくて

も大丈夫こ子どもが好きで、自家用車で移動できる方ならどなたでも歓迎しますcお礼として

月3回 で5500円程度の謝礼をお支払いします。

●日時 :月 3回 :上曜日、2時間程度

●連絡先 :束区 金伍 (き んご)う たげ TEL011-792-2780 携帯 090-2690-0604

E―Mail:cbv70070@pop01.odn.nejp

ホームページ :hip://wwwl.Odn.nejp/～ cee27430

●備考 :詳細はお電話にてお伝えいたします。
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外国の文化・生活を教える外国人ボランティア ボ集
一
一

●内容 :千歳小学校の2年生では、I Itl際 III!解 教育の授業に協力してくださる外国の方を探しています。

国際:[甲 解の授業を行うにあたり、子どもたちが机の li_だ けでなく、外国の方と直17(ふ れあい、お話を間

く機会が大切だと考えました: Fどもたちに母国の生活や文化についてお話いただき、 ^緒になにか体

験的な学習ができればと考えています.i;]在バングラデンュをテーマにした授業を予定しているため、

バングラデシュの方がいらっしゃると大変嬉しいです。もちろん、ほかの国の方も大歓迎です。千歳市

または近郊にお住まいの方、ぜひご協力をお願いしますこ

●連絡先 :千歳市立千歳小学校 TEL0123-23-2181(担 当 山本 )

E―Mail:chisyo@fancyЮ cn.nejp

ホームページ :http://www.city.chitose.hokkaidolp/eschitose/

ヽ
ヽ ヽ

子どもの遊び相手 ボ集

●内容 :知的、あるいは自開的に障害のある中学生 (束 区北栄中)と 一緒に遊んでくださる方

をボ集 しています。元気のよい中学生を相手に、公園や公共施設での遊びや、スキー、スケー

トなどを楽しんでくださいませんか ?

●日時 :平成 13年 1月 9日 (火 )～ 12日 (金 )

午前 or午後の 3時間くらいを予定 (期間中1日 だけでも結構です)。

●場所 :自 宅近 くの公園や公共施設 (ス キーやスケー トなども予定しています)c

●連絡先 :TEL/FAX 011-783-9887(安立)E―Mail:nadad@bemb■ o■jp

●備考 :交通費、寸志、必要経費はお支払いします。

お弁当の宅配ボランティア ボ集

●内容 :ボランティアグループ「ニュートリケア_|では、毎週土曜日と日曜日、お年寄りや障害を持って

いる方に、お弁当を作って宅配しています.そこで、自家用車を使ってお弁当を宅配してくれるボラン

ティアさんを大ボ集。ご家族での参加も可能ですcお子さんを車に乗せて、お年寄りや障害を持ってい

る方とのふれあいの時間をつくるのもよいと思います。土日の活動なので、平日は仕事がある方でも大

文夫.月 1回程度でもよいので、無理なく活動していただけると思います。また、調理を手伝ってくだ

さる方も同時にボ集しています。ぜひよろしくお願いいたします。

●日時 :上曜日または日曜日 (月 1回程度でも結構です)

宅配は、昼食が 11:00～ 12:00、 ク食が 15:30～ 16:30

調理はそれぞれ 9:00～ と13:00～ 、昼食、ク食のどちらでもかまいません。

●宅配先 :東区内。1人 5～ 8軒 くらい宅 ||ご します。

●調理場所 。宅配ボランテイア集合場所 :束区伏占8条 21‐ 日2-4(片桐宅 )

1月のポラナビの集いの
ゲストスピーカーです。

●連絡先 :TEL/FAX 011-782-7756(|1桐 )



送迎サービスの ドライバー ボ集一
一

●内容 :身体にハンディキャップを持つ 14どもの利たちの会 「(社 )札幌肢体不白山児 計父 1子 の会」

では、学校・病院 ・施設などへの送迎サービスを行っています そこで、|り |る く体力に|′ 1信のあるドライ

バーさんをボ集しています]性別は問いません: 年齢は60′まででお願いいたしますじ

●日時 :月 曜～土曜 [1 9:00～ 17:00(相 談に応 じます )

●連絡先 :父母の会事務局 (中 央区北 8条西 231^目 2-22 イベール 823)

TEL011-622-5006 :FAX011-622-8664

●備考 :活動費と交通費を支給 しますこ

世界中の子どもたちへ届ける援助物資 ボ集

●内容 :大型客船で世界各地を訪れ、国際交流を続けている「ピースボー ト」では、平成 13年

の世界一周クルーズに向けて、援助物資をボ集 しています。各地の学校や孤児院、ス トリー ト

チル ドレンの施設などに、文房具やスポーツ用品などを届けるもので、現在、1月 と5月 に出

港が決定しています。ぜひご協力くださいЭまた、恐縮ですが、物資を送る際、一口 1000円以

上の募金をお願いできれば幸いです。

●出港 :平成 13年 1月 16日 (火 )、 5月 22日 (火 )。 ピースボー トの活動が続 く限 り物資はボ

集 しますので、特別締め切 りはありません。

<ボ集物資> ・文房具、楽器

・スポーツ用品、ボール (特 にサッカーボール )、 グローブなど

・パソコン (詳 しくは事務局までお問い合わせください)

・おもちゃ (電気、電池を使わないもの。戦争や兵器に関係 しないもの)

・使用済みテレホンカー ド   ・書き損 じはがき

●連絡先 :ピ ースボー ト東京事務局 UPA援助チーム

〒 169-0075 東京都新宿区高田馬場 3-14-3 八達ビル 2F

TEL03-3363-7561 FAX03-3363-7562

●連絡先 :ピ ースボー トに関して札幌でも何かできることはないかと話 し合っているところで

すので、この活動に興味を持たれた方は、携帯 090-6217-2018(大 野)ま でご連絡ください。

Lヽ

ヽ

一緒に陶芸をしてくれるボランティア ボ集

●内容 :知的障害者の更正施設「札幌光の森学園」では、このたび、占本を再利用した陶芸棟

「光陶房」を作 りましたc学国内だけでなく、地域の人たちが気軽に陶芸を楽 しめるコミュニ

ケーションの場にしていきたいと思っています。そこで、施設の人たちや、地域の人たちが陶

芸をする際のお手伝いをしてくれるボランティアさんをボ集しますc施設にいるのは、ほとん

どが自閉症の成人で、約 70人です´現在、陶芸棟には主婦のボランティアが 人́います。みん

なで陶芸を楽しみながら、陶芸棟を運営 していきませんか ?

●連絡先 :札幌光の森学回 事務長 杉澤秀 子 (中 央区盤渓 259-5)

TEL011-615-2401 FAX011-613-1409

●日時 :応相談

|



家で眠つている不要品 ボ集

●内容 :「つばさの会共同作業所」では、精神や神経の病気をもつ仲間たちが、退院後、再出発に

向けての一歩を踏み出そうと、生活のリズムを整えながらさまざまな作業をおこなっています。箱作りや

除雪など、いたって地味な作業が中心ですが、集まった不要品をフリーマーケットで販売するということも時々

行っています。そこで、もし家で眠っている不要品がありましたら、ぜひ提供していただけないでしょうか?

衣類や雑貨、アクセサリーなど、まだ使えるものでしたらなんでも結構です。ご連絡いただければ、こち

らからうかがいます。どうぞよろしくお願いいたします。

●連絡先 :北区北 36条西 3丁 目2-5 サンパーク北 36 102号 つばさの会共同作業所

TEL/FAX011-728-8540(神 永)

ホームページ :http://www4.ocn.ne.jp/～ w828/index.htm

(ホ ームページからのメール受信も可能です)

し

●内容 :(社 )日本産業カウンセラー協会では、労働省から委託をうけて、さまざまな悩みをもつ勤労青

少年に向けて、無料カウンセリング「ハートナビゲーション」を実施しています。相談の内容は、仕事、

恋愛、結婚、人間関係のことなどなんでもOKです。これは単なる人生相談ではなく、カウンセラーは、

共に考え、相談者が自分自身で決断をするためのお手伝いをします。身近に話せる人がいない、もし

くは家族や友達には相談しづらいという悩みがある人は、ぜひ気軽にお電話ください。温かく、冷静な

第二者との話のなかで、新しい道がきっとひらけるはずです。

●日時 :毎週火曜日 18:30～ 21:30

●場所 :札幌市中央動労青少年ホーム<Letis中央>(中央区南 4条束 4丁 目)

●連絡先 I TEL011-241-8439 FAX011-241-8745

●備考 :ハ ー トナビゲーションはすべて予約制。スタッフがお電話で予約を受け付けます。ま

たは申し込みシー トをファックスで送ってもOK(シ ー トに関しては一度電話でお問い合わせ

ください)。 その場合は、スケジュール調整後にご連絡 します。

悩んでいる方、産業カウンセラーが無料で相談に応じます
一
一

鶉
月
の
各三
日に

い

11月の集いでは、子供たちのために、暴力から自分を守る教育活動 (CAPプログラム)を行っている「ネ
ットワークCAPさっぽろ」の今川かおるさんにお話を伺いました。
CAPプログラムは、小学校や保育園などで、子どもたち、大人それぞれを対象に行うものです。知ら

力
dミ い大人からの誘拐や子供同士のいじめ、性的暴力をテーマにした寸劇を見せながら、子供たちに、
暴力からの具体的な逃げ方 (声の出し方や護身術)、 イヤと言ってよいこと、安心して自信をもって自由
に生きることのできる「基本的人権」が子供にはあること、などを教えています。

こうしたプログラムはアメリカで開発され、いまでは 12カ国で実施されているそうです。様々な危険
に遭遇する場面を想定したり、子供自身が劇に参加することによって一緒に考えられるようにするな
どの工夫がされています。

今川さんは、「小学校の 1、 2年生でも内容をきちんと理解できている。是非、学校の授業としてとり
いれてほしい」とおっしゃっていました。また、他の地域の報告として、大人や親もこのプログラムを受
けたおかげで子供たちを守る体制が整つた例や、嫌なことは「嫌だ」と子供自身がはっきり言うだけでも、

危険から回避できる効果があることなどを話してくださいました。

「ネットワークCAPさっぽろ」では、一緒に子供達の前で実演する仲間を募集しています。

問い合わせは、丁EL/FA× 011-721-7834 またはE―mall cap.sapporo@cl∪ baa.com にどうぞ。

``



共同住居エルムで日常生活のお手伝いをしてくれる方 ボ集一
一

●内容 :精神に障害を抱えた人の日常生活のお手伝いをしながら、一緒に過ごしてくれる方を

ボ集 しています。食事の世話や悩み事の相談、話 し相手などが中心です。医療や福祉関係に携

わったことのある方、精神保健ボランティアに興味や関心のある方を歓迎 します。よろしくお

願いいたします。

●日時 :週 3～ 5回 、午後の数時間

●場所 :中央区内 (地下鉄「円山公園駅」から徒歩約 10分 )

●連絡先 :旭山病院 (中央区双子山 4-3-33)TEL011-641-7755(担 当 越田、鈴木、宮崎 )

●ボ集締切 :平成 13年 1月 15日 (火 )

●備考 :謝礼については委細面談。交通費・実費は支給 します。希望 される方は、履歴書と志

望動機文 (なぜやりたいのか、障害者に対してのボランティア経験があるかなど)、 希望の曜日・

時間をそえて郵送願います。おりかえし、面接 日をご連絡いたします。詳細に関しては面接時

にお知 らせいたしますので、電話でのお問い合わせについてはご遠慮願います。      (し
:

CAP(子ども暴力防止プログラム)仲間 ボ集一
一

●内容 E CAP(子 ども暴力防止プログラム)で は、子ども達が、自分自身をかけがえのない存

在であると自覚 し、自分の力でさまざまな暴力から身を守るための方法を伝える活動をしてい

ます。現在、スタッフをボ集 しています。一緒に寸劇をしてくださる方、子どもの保育をして

くださる方、CAP通信のワープロ打ちをしてくださる方、その他活動に興味のある方はぜひご

連絡 ください。よろしくお願いします。

●日時 :月 2回の定例会、その他ワークショップの依頼日など

●場所 :市内の公共ホールなど。

※その都度変わるのでお問い合わせください。

●連絡先 :CAPな かま TEフ FAX764-3764(大 滝)ootよi@ccmbn.Or.jp         t

ヽ

ヽ

・　・・・́

`1[2

Ψ



一
一

」

一 みんなの手で ワイ に活動 ボ集200 年の
・L

4ヽ イ′νミネーソョンを太 そう 緒 してくれる仲間
.L

人ト 陽電池で灯

●内容 二「ひまわりの種の会」では、2001年の冬、大通公園に灯るホワイトイルミネーションを、
環境にやさしい太陽電池で灯すための活動を計画しています。太陽電池で灯ったイルミネーシ
ョンを、みんなが環境ヘロを向けるためのシンボル的存在にしたいというのが企画の趣旨です。
イル ミネーションの後は、太陽電池パネルを大通公園の トイレに設置したいと考えています。
そこで、実行委員としてプランを練ったり、一緒に活動してくれる仲間を大ボ集。興味のある
方は、ぜひご連絡ください。

●活動スケジュール

1月 :実行委員ボ集、活動方針の取りまとめ (以降も、委員飛び入り歓迎)

2～ 5月 :

① 活動資金の調達…企業・市民からの協賛、募金集め/助成金 (機器・工事費、広報費など)の申請
②アウトライン作り…企業や札幌市、新聞、TV局への協賛依頼

にJЭ 太陽電池のメーカー、販売の方 へ々の呼びかけ
8・ 9月 :内容、スケジュールの確定

10・ 11月 :最終準備開始 (ホ ワイト

イル ミネーションオープン !)

※ さまざまな企業・団体・市民の方
へのご協力、活動の支援をお願いす

る予定です。

●お問い合わせ/連絡先 :

ひまわりの種の会

(手稲区富丘 6条 7丁 目628)新保
′
I｀EI」/F:AX  011-684-7651

れ
靱
颯

押

一
一 子どもたちと一緒に豊かな自然を体験しませんか ?

●内容 :支笏湖ユースホステルでは、月1～ 2回、子どもたちを対象に、自然体験を中心とし
たさまざまなプログラム (行事)を実施しています。これに参加して、お手伝いしていただけ
るボランティアさんをボ集しています。子どもたちと一緒に、素晴らしい自然を体験しませんか ?

●日時 :第 2・ 第 4土曜から日曜を中心に実施、土曜 16:00～ 日曜 16:00頃までの 1泊 2日
<プログラム内容 (予定も含む)>
野外 :25キ ロウォーク、ヵナディアンカヌー、軽登山、サイクリング、スノーシューハイキング、

XCス キーなど

屋内 :餅つき、手打ちうどん、ス トーンペインティング、本の葉と枝を使ったクラフトなど
●連絡先 :支笏湖ユースホステル TEL0123-25-231l FAX0123-25-2312 白石一人

E…Inaili shikOtsukoC)jyh.gr.jp

●備考 :性別・経験は問いません。現在は高校生から25才 くらいまでの若い方で、子どもと自
然が大好きな方をボ集しています。何回かお手伝いしてくださった方には、一緒に企画も考え
ていただきたいと思います。

`3



ヽ

2001年カレンダーリサイクル市&環境バネル展

イベントボラ ボ集

●内容 :北海道 NGOグ ローノ、ル
|ヽ レイ ンでは、カレングーーJ)リ サ イクルを通 して、森林資源

の活用とマングローブ植林運動なとに協力して tヽ ます  その活動の様 rを はえるア、ネル民と、

活動に賛同する人たちから寄 |||||さ ′lた カレンダーーの llサ イクル|卜 を行います そ二で、 イベン

トのお手伝いをしていただ |す るボランテ ィアさんを大ボ集 作業内容は、カレンターイ)仕 分け

と販売です エプロンと書手の
「

袋か軍
「

を各 1・ |て ||1適 して くたさい.ボ ランテ |ア ができな

い方も、ぜひカレンダーを買いにいらしてください 価格は ,111()0円 ～ 500円 で十 どぅぞ

よろしくお願いします [

●日時 :1月 4目 (本 )、 5日 (金 )、 6日 (ll, 10:00-181001各 ボランテ ィアさんの都合

のよい時間で結構です:そ れぞれ 30～ 40人程度、手千二っていただ|す ると助かります
'

●場所 :Iか でる 2・ 7 ボランテ ィアセンターー (中 央区北 2条西 71■ |,

■札幌 MNビル 国際プラザ内 エキシビン :ョ
ンホール 1中 りt区北 1条 西3丁 |-11

※時計台西向かい

●問い合せ先 :骨原月;治 (「 |イ i区栄通 171¬ | スリランカカリーーの店 ホレホレ)

TEL/FAX011-851-0086(水 ・イ、以ウトCプ )18:00～ 2():00)

●備考 :平成 12年 は、ボランテ イアさん 20()人以 11、 買 1ヽ 物客 3000人 、

収益金は約 133川 |1集 ま|)ま した

2001年ユニセフカレンダー募金のご案内

●内容 :札幌口大高校 青年赤 |^字 では、2001年のカレンター、グイアリー、手帳、 |―|めくりなどを目反

売します  これは|1大 高校が毎年行っているもので、各家庭や企業から使用しないカレンダーを提供し

ていただいて|1反 売しています  売 1金 |ま ユニセフ、もしく|ま 生協の |チ
′j外 lu:層 ′iに 金に寄 ||し ています j

価格は1本 100円 から、数は摯宙に収 |)揃えています  せひいらしてください

●日時 :111711(||)、 811(11)10:00～ 17i00

●場所 :ヨ ーーブさっほろル ミィ、半岡lil(清 |‖ |や「 岡公 |十日t3-1-5 TEL011-885-3539→

●問い合せ先 :札幌 |1本 人学 |1了■学 1交 (北広島 市西の |11565-2).lRC m l占l ′
|り「 ′と1

…         TEL 011-375-261l E― ■lail:hoktirytl● p(ヽ ach.1)lala.o■ ip

、                                         |ヽ レ,「

鶴                                                      鱗
'

教師と市民のためのポランテイア学習セミナー

ヽ
・絣　
櫂

′
　
一
　
．

●内容 :ボランティア学習を拓く会では、ボランティア学習に興味・関心のある市民や学生・教師の皆さ

んを対象に、「第4回教師と市民のためのボランティア学習セミナー」を開きます。テーマは、「開幕!21

世紀! 今、ともに踏みだそうボランティア学習のスタートライン|」 です。企画は、公開ディベート「奉仕

活動の義務化1 是か否か|」 、パネルディスカッション「今、教育現場へもの申す! ～ボランティア学習
への熱いメッセージ～」、ブレーンストーミング「みんなで語ろう|ボランティア学習」ほかを予定しています。

参加料500円 、参加中し込みは、1月 24目 (水 )までにお願いしますc

●日時 :平成 13年 1月 27日 (土 )10:00～ 16:00

●場所 :か でる 2・ 7 550研修室 (中 央区北 2条西7]^日 )

●問い合せ先・連絡先 :ボ ランティア学習を拓く会 事務局 設楽正敏

E―mail shitara@par.odn.ne.jp TEL011-38)1833
■
¨̈・

∫ィ「
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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c

(問 い合わせの多い人通り、札幌,1訳 近辺のいくつかには住所も講: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 )、 北海道浅井
学園大学、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
●スーバー●
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ショ
ツプ、コープさっぽろ、SEIYU、 マイカルSATY、 ラ

_、ルズ系スーパー<以上のスーパーの市内全店 >、

t Ftl幌 フー ドセンター (平岸、元町、澄川、北、新道、
¬
η条路、豊平、琴似、菊水、森林公園、カスタムー東苗穂、
月寒中央)、 マックスバリュー厚別
●書店●
文教堂 本の店 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●

VIRGIN NEGA 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、シアターキノ、東宝公楽、
東映劇場

●銀行●

札幌信用金庫 札幌市内と近郊全店、北海道銀行 札
幌市内と近郊全店
●病院●

手稲渓仁会病院、北海道循環器病院、市立札幌病院
●飲食店●

可否茶館 市内7店舗、サ ンローゼ、サ ッポロ珈琲館
●その他●

北海道環境サポー トセンター (北7西 5)、 朝 日カルチ
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(株 )市内全営業窓口、琴似日食コンカリ
ーニ ョ、道新文化センター(大通 り西3)、 ライラック
パセオ、JTイ ンフォプラザ (南2西 3)、 さっぽろ村
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
ラザなどに配布をお願いしています )
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月のポラナビの集い
1/41¬「

18:30～20:30
/ I J(水 ) 初 心 者 歓 迎 !

ゲス トスピーカーは、9ページに掲載されて
いるボランティアグループ ニュー トリケア
ーさんです。お楽 しみに !

ヱ_2月 は16日 (金 )18:30～'20130
」~3月

は10日 (土 )13:30～ 15:30

・ ■11■■‐・ ■,｀|■
=11:.|

‐|11・ ||‐|11.1111・111..‐‐

ヽヽ

L
ヽレ

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 :300円。

ボラナビでは、表紙の絵をボ集しています。
応ボの方は、ボラナビ倶楽部へB5以上の紙へ描いた絵を郵送
してください.紙は折らないようにお願いします_採用の方
には、こちらからご連絡いたします

=

。ボラナビを定期的に欲しい方、お申込下さい。
ご希望の方は、郵便振込用紙に住所・氏名・電話番号・

希望部数、できれば購読期限がきれた時の連絡のため
のFAxか メールアドレスをお書き添えの に、1500円 をボラ
ナビの日座にお1:辰 り込みください (日座番号は最終ベーー

ジにあります)=6カ 月間お届けしますc複数部数お届けで
きますので、サークルや学校単位での購読にご利用下さい。
。「月刊ボラナビ」バツクナンバーさしあげます。
バツクナンバー(古い弓りも配送します(創刊号と3、

12号
‐は品切れてしまいました)(,II蜘勤:込用紙にtl:"千 ・

氏名・電話番号・́希望する写
‐と部数をお書き添えの上、

ボラナビの口座にお振り込みください(金額は一おま
かせします).

。「月刊ボラナビ」に広告を載せませんか?
ボラナビでは広告掲載を始めました。縦 4セ ンチ

横13セ ンチで 6万円です (版
‐
ド制作費込み)。「月刊ボ

ラナビ」への協賛の意味が強く、金額は若千高めに設
定させて頂いています3企業の方には負担をおかけし
ますが、このほうが広告の数が限られ、日立ちます !

掲載希望の際はご連絡下さい。

※「月刊ボラナヒ」は毎月25日 に、2万5千部発行しているボ
ランティアと地域活動の情報誌です。札幌市内の大学、書店、
スーパー、社会福祉協議会などを中心に、350カ 所で無料配
布しています。

‐

ヽ

＼

現在ボラナビでは「ボラナビの集い」 を運営してくれ

るスタッフ大ボ集中です |

私は現在大学4年で、もうひとりの学生スタッフ {そ の

子も4年 )とともにボラナビの集いの企画・運営を担当し

てきました。でも私たちが卒業してしまうと、集いに携わ

るスタッフがいなくなってしまいます。現在新しいスタンフ

を探しているのですが、なかなか見つからなくて困っています。

ということで、興味を持たれた方はぜひ一度ボラナビの

集いに来てみてください|(青木 梢 )
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協賛してくださつた方々 (アイウ順)

・幡本印刷株式会社 様
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・赤帽北海道事業本部 様

。NPO越智基金 様

・北区まちづくり活動コンテスト 様

・札幌光星学園 様

・札幌信用金庫 様

・札幌通運労働組合 様

。札幌ポブラライオンズクラブ 様

・城宝 禾□茂 様

・進藤 芳彦 様

・菅原 祐雄 様

・高垣 正計 様

・株式会社土屋ホーム 様

。中道リース株式会社 様

″■ヽ

・ほくでんぼるねつと 様      ヽ

(北海道電力内ボランティアサークル)ろ
イヽ ハ

|

・北門信用金庫まちづくり基金 様  滲
0

・北雄ラツキー株式会社 様     0`
｀
十

・株式会社ホクレン商事 様    (び〕| |
rヽ

。本朱式会社」じ海道アルバイト情幸風ネ土 様
 (1)|

・北海道紙商事株式会社 様    |(3
・北海道振興株式会社 様     θ

。北海道ビジネスオートメーション株式会社 様

・マイクロソフト株式会社 様

・真屋幹雄 様

・株式会社リクルート北海道じゃらん 様
| ‐‐‐‐[FI

S‐OCSSσOoSS・OCSOoOCSS・ OCSS・OCS
協賛協力のお願い

θ
0
イヽ
υ

θ
S

ボラナビの発刊は企業・クルーブや個人からの500円からの協賛全でまかなっていますこ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 01186251こ 連絡先をホラナヒにお伝え下さい 1

■北海道銀行日座番号(普 ):札幌駅北口支店 0816050こ 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c主旨と内容、日時、場所と交通、連絡先、その他を

明記し、郵送・FA×またはEメ ールでお送りください (Eメ ールだと嬉しい|)3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こ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

〒ool-0011 札幌市北区北11条西4丁 目1-29

北海道NPOサボートセンター内〈南向き〉

FAX専用:011-716-2899(電話はかかりません)

■i発 行日:2000年 12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

ヽ


