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岩見沢さつきの会  

会長  氏家 久美子 

今年 5月に「さつきの会」は 40周年を迎えました。 

 障がいで活字を読むことが困難な方々に録音した CD

を聞いていただいています。 

 「広報いわみざわ」は市のホームページから声の広報

として発信されるようになり、媒体は進化し続けていま

すが、録音そのものは変わらず地味な活動です。会を支

えていただいている皆さん、ありがとうございます。 

岩見沢市点訳赤十字奉仕団 

委員長  横田 むつみ 

 点字は昔ナポレオンのロシア戦争で使用された、暗闇で

も指で読める暗号をヒントに作られたと言う説もありま

す。漢字、数字、外国語、楽譜、表図など様々な生活に必

要な情報を 6 つの点で伝えることができる素晴らしい文字

です。一度触れてみてください。 

 皆様のおかげで、点訳奉仕団は昨年 12 月に 40 周年を迎

えることができました。 

 これからも目の不自由な方々のお役に立てるように日々

励んでいきたいと思っています。 

No. 団　　　　　　体　　　　　　名 活　　　　　　動　　　　　　内　　　　　　容

1 岩見沢市赤十字奉仕団
赤い羽根街頭募金、献血への協力、無縁仏や外国人墓地清掃、
幌向地蔵堂供養、こぶし荘奉仕活動、ウエス作り、花壇整備

2 岩見沢女性ドライバー部会
交通安全運動の各種行事に参加、交通法規講習会の支援、
ボランティアセンター行事事業の参加

3 岩見沢スキーパトロール赤十字奉仕団
スキーシーズンの中の事故防止及び救助等、講習会の開催、
負傷者発生時の救助・手当・搬送等の活動

4 岩見沢更生保護女性会
非行防止市内巡視、刑務所、少年院等の慰問、
罪を犯した人達の社会復帰を支える活動、ボランティア行事支援

5 岩見沢手話の会
手話を学び聴覚障がい者との交流活動、ボランティア活動への参加、
手話学習会、手話通訳活動

6 岩見沢市点訳赤十字奉仕団
点訳活動と点字図書貸出し、視力障害者福祉協会諸行事の協力、
広報いわみざわ（毎月）・議会だよりの点訳

7 岩見沢さつきの会
視力障がい者への図書テープ作成、ダビング、貸出、
視力障害者福祉協会へのお手伝い、広報の音訳活動

8 在宅介護ボランティア 「輪っこの会」
在宅支援（買い物・話し相手・見守り）等、
高齢者福祉センターふれあいまつり参加協力

9 ガイドボランティア 「ほたる」
視力障がい者のガイドヘルプ、視力障害者福祉協会の行事支援
ボランティア行事の参加

10 ボランティアサークル 「ひとみの会」
老人ホーム「こぶし」訪問（喫茶、レクレエーション）
クピトフェア「夏まつり」出店、市内施設で年３回レク訪問

11 精神保健ボランティア サークル友（YOU)
サロン事業（市民サロンわいわい）、講習会・研修会開催、
と・わーく、病院等の通所者との交流及び作業支援

12 手話サークル 「エプロン」
定例学習会開催、手話奉仕員養成講座補助、会員交流行事、
ろうあ協会及び聴覚障がい者同士の行事参加支援

13 労災病院ボランティア 「ライラック」文庫
労災病院の図書整理及び巡回図書の貸し出し返却等
図書の受入れ業務・書架の整理、廃本の始末等

14 岩見沢市こども読書会
市立図書館（毎月第1土曜日）に、小学生を対象に読書会開催、
市立図書館の行事（図書館フェスティバル等）に参加

15 観光ボランティア いわみざわ
観光都市岩見沢のまちづくり推進、観光ガイド、学習会、
（観光施設見学、ふれあい体験学習）の実施

16 幌向ボランティア このゆびとまれ
施設訪問（地域にあるディサービス施設２か所）
在宅高齢者宅に訪問し、話相手・買物代行・ふれあいコール

17 上幌向ボランティア えくぼ
福祉施設での話し相手・見守り・付き添い等の介助支援、
学習会等への参加

18 岩見沢家庭生活カウンセラークラブ 話し相手・施設訪問（合唱）・読み聞かせ・家庭生活相談

19 補修ボランティア 道立福祉村入村者の衣料等のお直し

20 ボランティア いちいの会 特別養護老人ホームいちい荘でのシーツ交換及び寝具整理

21 栗沢更生保護女性会
地域の青少年犯罪、非行防止活動、子育て支援活動、
更生施設への支援及び援助

22 すみれの会
福祉村入村者の車イスによる買い物の介助、
障がい者一人に、二人で介助し、希望品の購入と支払いの介助、
施設の花壇作成・除草、交流会、夏祭りでの模擬店手伝い

23 演芸ボランティア ななかまど
施設に入所・通所されている方たちを対象に、歌・寸劇・バナナの
たたき売り・南京玉すだれ等を演じ楽しい時間を提供

24 傾聴ボランティアサークル 「ニコニコ」
ディサービスセンター及び依頼のある方宅の訪問による傾聴活動、
傾聴・啓発・啓蒙行動に依る地域貢献、勉強会の実施、
外部との交流による会員相互の自己成長

25 ふまねっと岩見沢 「円」
毎月１～２回のふまねっと教室、意思疎通を図るための定例会開催、
町内会及び地域の諸団体からの要望に応え、体験教室の開催、
サポーターのスキルアップ講習会、インストラクター養成講習会の開催

26 岩見沢レクリエーション協会
レクリエーションに係る健康づくり活動、学習会の開催、
イベント等の支援活動

27 岩見沢市救急法赤十字奉仕団
救急法に係る講習会の開催、要望を受けて地域で講習会の開催、
市健康まつり他イベントに参加協力

平成29年度 岩見沢市ボランティアセンター登録団体



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティアセンター 
岩見沢広域総合福祉センター内  ＴＥＬ・ＦＡＸ ２５－５５１６ 

 本当に知っていますか？ 
 ボランティアセンターを 
岩見沢市ボランティアセンター長 内海 泰子 

 ボランティアセンターは、地域の人々にボラン 

ティアに対する関心と理解を深めてもらうために 

研修会・講習会などによるボランティアの育成と 

活動への支援をしながら、ボランティアを必要と 

している人とボランティアを提供しようとする人 

を結ぶ役割などをしています。 

また、小、中学校での総合学習・ふれあい推進協 

議会への出前講座も行っています。 

 

 

今 年 度 の 事 業 計 画 

≪広報・啓発事業≫  

  1  各種事業のお知らせ、実施報告をボランテ
ィアセンター情報紙「おもいあい」に掲載 

  2  社協ホームページ、社協だより、市の広報 
紙を活用し、各事業のＰＲや行事への参加募
集等の情報発信  

  3  ボランティア登録団体にボランティアニュ 
ースや関係資料等の提供   

 

  

 

 

≪養成・研修事業≫   

  1  手話奉仕員養成講座 4/11～12/6 
  2  傾聴ボランティア講座 5/25.30.6/1.6 
  3  精神保健ボランティア養成講座 6/15.22 
  4  ボランティア活動者交流会 6/27 
  5  児童・生徒のボランティア体験研修会 8/10 
  6  はじめてのボランティア講座 9 月予定 
  7  やさしい在宅介護講習会 9 月予定 
  8  男性のための料理教室 11 月予定 
  9  視覚障がい者支援講習会（朗読録音） 11 月予定 
 10  認知症サポーター養成講座  12 月予定 
 11  ボランティア活動者研修会 2 月予定 
 
≪研修派遣事業≫  
  1  ボランティア愛ランド北海道（札幌市）参加8/5 
  2  空知ボラネット推進研修会参加  
  3  ボランティアコーディネーター養成研修会参加  
  4  ボランティア団体相互の交流、他市ボラン 

ティアとの情報交換交流  
 

≪ボランティア団体等支援事業≫  

  1  ボランティア保険の加入促進･保険料の助成   
  2  ボランティア団体活動費助成  
  3  福祉団体活動費助成  
 

≪福祉教育推進事業≫  

  1  児童・生徒のボランティア体験研修会    
  2  指定地域福祉教育セミナー  
  3  地域福祉教育推進事業  
  4  「学童・生徒のボランティア活動普及事業」 

指定校助成  
 

ボランティア活動に関することは、ボランティ

アコーディネーターが相談をお受けします。                                    

あなたも、ボランティア活動に参加しませんか。 

連絡をお待ちしています。  

★相談・問合せ時間 平日 10:30～15:30 

★土曜・日曜、祝日、お盆・年末年始はお休みです。   

 

　 土岐　志津江 ◎ 橋本　晴美

　 森　  孝光 　 中路　美幸

　 坂井　美津子

　　　運営委員

◎ 北市　有希 　 中村　悦子

　 田村　弘子　 　 笹嶋　綾子

　 佐藤　惠子 　 近藤　弘美

　 五十嵐　隆 　 山口　あけみ

   吉井　俊明 　 上根　ひろみ

　 松田　美羽音 　 蒲田　進一郎

　 渡辺　誠子

◎ 加藤　啓子 　 佐藤　昌枝

　 坂上　千津子 　 浦　  雅子　　

　 砂原　美佐子 　 田村　和子

　 片山　良子 　 笹原　昭子
　 長澤　いつ子 　 小山　祐子
　 温井　  昭 　 菅野　聖子

◎は部長 　 春木　芳則 　 作田　淑子

　児童・生徒のボランティア体験研修会の
　企画・運営

　ボランティア活動者

　ボランティア活動者

社会福祉協議会

運営委員会

ボランティアアシスタント

運営委員

平成２９年度岩見沢市ボランティアセンター構成図

ボランティアセンター担当者

運営部会

広報部会 ボランティア情報誌「おもいあい」年３回発行

児童・生徒部会

ボランティア活動者交流会の企画・運営一般部会

ボランティアセンター
ボランティアコーディネーター

運営委員 　ボランティア活動者

 地域社会や家庭において生活上の悩みや不安、寂しさを抱えている方が増えている現代社会。 

そのような方々の立場や考えに寄り添い想いを聴き取る「傾聴」の精神に理解を深める講座に 

今年度は 14 名の方が受講されました。 

 本講座では、「時間をかけ少しずつ相手との距離を近づけて信頼関係を深め話に耳を傾け続け

ること、話す相手の色々な感情にも心を傾け聴くことの大切さ」を講師自らの様々な経験を交

えながら学び、そのためのふさわしい言動や聴く姿勢へのアドバイスを聞かせていただきまし

た。 

 この講座をきっかけに傾聴ボランティアとして活動していただけることを期待しています。 

          

参加者 104 名 

平成 29年 6月 27 日 

：00 

リズム体操 

高校生 16 名を交えて

の年に一度の交流会。 

リズム体操で日ごろ

の運動不足を解消し、 

工夫が凝らされたクイ

ズで脳も随分と活性化

されたようです！！           

顔は見知っていても

日頃お話しする機会の

ないボランティア同士、

「空知の風」の美味しい

パンを頂きながら会話

がはずみ、有意義な時間

を過ごすことができま

した。 

団体紹介 

岩見沢市赤十字奉仕団 精神保健ボランティアサークル友(YOU) 

平成２９年５月２５日～６月６日 全４回開催 

          講師 小規模多機能型居宅介護センター「支心」 所長  川本 俊憲 氏 

今年もボランティア活動者交流会で、復興支援・東北の物産販売のための 

協賛金に 31,460 円のご協力をいただきました。ありがとうございました♡ 

 

 


