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●特集　地域型ボランティアセンター

●ボランティアアドバイザーコラム　にこにこ日記

●第 6 回全国大学政策フォーラム in 登別のご案内

●ボランティア大募集！！

●ボラ情報募集！
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[ 相談時間 ] 平日 9:00 ～ 17:30　土日祝日・年末年始はお休みです。

この情報誌の発行は、赤い羽根共同募金の支援を受けています。

　登別市ボランティアセンター情報誌『ほっと♨』。登別のボラン

ティアを元気にするため、毎回情報満載でお送りします！

　今回の表紙は地域型ボランティアセンターにて青少年ボランテ

ィア TEAMpocke が行った「いま、あなたがしたいこと」。皆さ

んのやってみたいことを自由に書き出してもらいました！

　ボラセンではみなさんのやってみたいことが実現できるよう応

援していきます！

一人ひとりのＨＯＴな（熱い）気持ち！

ほっとけない精神を大切に！

ホッとできる居場所づくりを！



◀登別朗読
　ボランティアの会
◀登別朗読
　ボランティアの会

地域型
ボランティア
センター開設！！

特集！！
　地域型ボランティアセンターは、市民の皆さんが身近

な地域でさまざまなボランティア情報に触れる機会を設

けるために毎年開設しています。今年は７月２３日、２

４日の２日間にわたり、ボランティア団体がブースを設

け、体験や活動紹介、情報提供等を行いました！

今年のテーマは 趣味を活かしたボランティア！趣味を活かしたボランティア！

◀登別市
　観光ボランティア
　ガイド会

◀登別市
　観光ボランティア
　ガイド会

一緒に登別のガイド
をしませんか！？
活動紹介と会員募集
を行いました♪

◀ハンズ・メイト
　
◀ハンズ・メイト
　

◀整膚
　ボランティア会
◀整膚
　ボランティア会

◀パソコン
　ボランティア
　プラザ登別

◀パソコン
　ボランティア
　プラザ登別

◀キウシト湿原の会◀キウシト湿原の会

介護リフォーム衣類
の展示を行いました。
便利な工夫いっぱい
のパジャマやシャツ
等にお客さんも興味
深々！

皮膚を優しく引き上
げる「整膚マッサー
ジ」のコーナーも大
人気！癒し・美容・
健康に効果アリ！

音声パソコンや要約
筆記の体験コー
ナー！ PC が好きな
方は是非！！

キウシト湿原は絶滅
危惧種の植物等が残
されている貴重な場
所です。湿原で撮ら
れた生物等の写真展
示を行いました！

活動紹介と朗読体験
のコーナーを開設！
お客さんと一緒に

「寿限無（じゅげむ）」
を朗読しました！

布でできた絵本や遊
具の展示です♪ち
びっこやママ達の関
心を集めていまし
た！

活動紹介と朗読体験
のコーナーを開設！
お客さんと一緒に

「寿下無（じゅげむ）」
を朗読しました！

◀布の絵本
　ボランティアの会
◀布の絵本
　ボランティアの会

◀登別消費者協会◀登別消費者協会

絵手紙体験コーナー！
牛乳パックをリサイ
クルして作ったハガ
キに好きな絵を書き
ます♪大人も子供も
夢中に！

◀のぼりべつ
　飛炎乱舞
◀のぼりべつ
　飛炎乱舞

ヨサコイソーラン踊
りを披露しました！
会場が一気に盛り上
がりました！

　個人ボランティアによるオカリナ演奏や、共同募金コー
ナー・青少年ボランティアコーナーを設け、活動 PR を行
いました！

★他にも・・・★他にも・・・

趣味を活かして取り組める活動、こんなにあります！
あなたも仲間やお友達と楽しくボランティア活動はじめてみませんか？

趣味を活かして取り組める活動、こんなにあります！
あなたも仲間やお友達と楽しくボランティア活動はじめてみませんか？



№７№７

　ハンズメイトの活動をはじめたきっかけは、新聞のボランティア募

集の記事を見て、誰かの役に立てればと思ったことです。若い頃は洋

裁学校に通い、自分や主人の服を作ったり、仕立ての仕事をしてオー

ダーメイドのシャツや背広を作っていました。

　ハンズメイトの利用者の中には、生地が薄くなり袖口もかなり使い

込まれているパジャマを持って来られた方もいます。新しいものを買

うより、本人の体に馴染んだものを直して長く使いたいという思いを

知り、私自身もとても勉強になりました。

　まれに利用者の方との見解の相違等でやり直しが必要になることも

ありますが、何事にもいい方向に考えて前向きに取り組んでいます。

　障がいのある方から教えられることが多く、「ありがとう」と感謝

されると、頑張ろうという励みになります。活動を続けられる秘訣は、

障がいのある方のお手伝いができる事に感謝し、自分の健康にも感謝

していることでしょうか。相手に感謝の気持ちを持ちながら活動する

ことが大事だと思います。

　介護のかたちが変化してきていることで、衣類をリフォームしたい

という依頼が減ってきていますが、今後も心づかいを忘れず、ボラン

ティアできることに感謝しながら活動を続けていきたいと思います。

身体の不自由な方々の衣類を介護する

方々にも着脱しやすいように、リフォー

ムしているグループです。洋裁が好き

な方が集まり和気あいあいとした雰囲

気で第１・２週の月曜日１０：００～

１５：００しんた２１で活動していま

す。興味のある方は是非お気軽に見に

来てください！！

ハンズ・メイトハンズ・メイト

田中絹枝さん田中絹枝さん

ボランティアアドバイザーコラム にこにこ日記

第６回

「全国大学政策フォーラムｉｎのぼりべつ」を開催します！！

　全国大学政策フォーラムは、全国各地から学生達が登別に集い、学生の立場から斬新な政策議論を行い、登別市民と

意見交換等を行う場として平成１８年から毎年２泊３日で開催されています。

　今回のテーマは『福祉でまちづくり』。少子高齢化を迎え、赤ちゃんやお年寄り、障がい者にとって安全・安心な環

境とは？各分野を専門的に学ぶ学生達の視点をもとに、わがまちの「福祉」の姿を一緒に考えてみませんか！？

福祉で
まちづくり

テーマ

※参加申し込み不要！どなたでもお気軽にご参加ください。

　お問い合わせ：松山（８５－６９６８）

日時　平成23年９月１日（木）９:0０～

会場　登別市民会館　２階　中ホール

政策発表

【お願い】　福祉関係施設・団体、ボランティア団体等、地域の皆様へ

政策発表を行うにあたり、学生達がそれぞれの政策テーマに関わる調査を行っております。

事前または当日に地域の皆様へ聞き取り調査をさせていただきたいと考えておりますので、ご協力の程よろしく

お願いいたします。（詳細は各団体宛に後日あらためてご依頼いたします。）

インタビュアー：東北福祉大学　加藤絵美子（社協実習生）



次回「ほっと♨」発行日は10月1日です！！

ボランティア大募集！！

ボラ情報募集！！

ボラセンに寄せられたボランティア情報をお届けします。

自分の気になる活動をチェックして、参加してみよう！！

　この情報誌では、ボランティア団体からのお知らせ・イ

ベントのご案内等さまざまな情報を掲載していきます！情

報誌発行の２週間前までに掲載したい情報をお知らせくだ

さい。（ページ数に限りがあるためご希望に添えない場合

もございます）

今
後
の
情
報
誌
発
行
予
定

●登別市ボランティアセンター情報誌ほっと♨

ほっと♨郵送ボランティア募集！！

仲間と交流しながら楽しく活動しませんか？

【内容】情報誌の折込・郵送準備

【日時】９月２９、３０日 /１１月２９、３０日

 ２月２８、２９日　１８時～２０時まで

【場所】しんた２１キッドルーム

10 月 1 日／ 12 月 1 日／ 1 月 1 日／ 2 月 1 日

1 月号のみ全戸配布。その他は登録団体・個人

への送付、公共施設への設置等一部配布です。

●リレーフォーライフ２０１１ｉｎ室蘭
　　　　　　　　　　　　ボランティア募集！！

　室蘭市で開催されるがん患者支援イベント「リレー・
フォー・ライフ」の運営サポートボランティアを募集し
ます。個人・職場・サークル等団体でのボランティアも
大歓迎です！

活動内容

活動日時

活動場所

対象

その他

①ルミナリエ作成　　②会場設営
③受付　　④ルミナリエの販売・設置等
⑤警備

①開催まで随時
②８月２７日～２８日
③８月２７日午後～２８日
④８月２７日午後
⑤８月２７日午後・深夜
　　　２８日早朝・午前

道の駅「みたら」（室蘭市祝津町）

中学生以上（高校生以下昼の時間帯のみ）

※１日３～４時間程度、交通費・食事の
　支給はありません。
※当方が保険料を負担し傷害保険に加入
　します。

　【問合せ・申込先】
　リレー・フォー・ライフ室蘭実行委員会事務局
　TEL：080-4046-4232
　mail：rfl_hokkaido@hotmail.co.jp

●介護付有料老人ホーム／デイサービスセンター
　セ・ジュネス　お祭りボランティア募集！！

　入居者や家族、職員、地域、ボランティアが一体となっ
て歌ったり・踊ったり・出店を覗いたりして一日を有
意義に楽しく過ごして頂く、セ・ジュネスの一大イベ
ント「ジュネス祭」のお手伝いボランティアを募集し
ます！

焼き鳥・たこやき・飲み物等の出店のお
手伝い等

平成２３年８月２７日（土）
１２：３０～１７：００

セ・ジュネス（登別市常盤町）

年齢・男女問わず
最大６名まで

※ジャージ等の軽装でお越しください
※８月８日までにお申し込みください

活動内容

活動日時

活動場所

対象

その他

　【問合せ・申込先】
　登別市ボランティアセンター
　TEL：0143-88-2080 ／ FAX：0143-88-4546

　サウザンドパワー　ライブ 7
～オカリナ・歌・語りのステージ～

お知らせ

日時：平成２３年８月２８日（日）
　　　　１３：３０～１６：００　（開場１３：００）

場所：海星学院高等学校ベネディクトホール

演奏予定曲目
「ロッキーのテーマ」／「また君に恋してる」
語り「関ヶ原」
オリジナル曲

「人として」／「ふつ～な Special Morning」
「Dacco ～だっこ～」／「お空のうえから」
新曲

「busy Moon」／「１枚の写真」　他

スペシャルゲスト
恩師　高木利正　先生
プロミュージシャン　桜庭和　氏

入場無料！ぜひお越しください！

いい音・感動・笑い

　【問合せ先】
　TEL：090-7648-1512（中居）

次回「ほっと♨」 発行日は１０月１日です


