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つなぐ・つながる「ボランティアサロン」はじめます！！
これからボランティア活動を始めようという人から、長年にわたり活動を

参加者募集

続けているベテランの人まで、経験年数も活動内容も様々な人たちが訪れ、気軽に集い・語らい・学び仲
間づくりの場としてボランティアサロンを定期的に開催します。皆さまのご参加をお待ちしております。誰
でも参加できます。
日 時： 1 回目 7 月 14 日（木）15：30～17：00
＊終了しました。

2 回目 8 月 24 日（水）18：30～20：00
3 回目 9 月 3 日（土）10：00～11：30
場 所：保健福祉センター（あいあい 21）
＊3 回目は、ふれあいサロン「なごみ」が会場となります。

「一緒に活動する仲間がほし
い」、「新しい活動をしてみた
い」「活動で行き詰り、解決方
法を探したい」など思われたこ
とはありませんか？そんな時
に集まれる場です。

内 容：ボランティア（地域活動や普段のたすけあい）について楽しくおしゃべりしましょう！！
参加方法：参加無料、予約不要。どなたでも参加できます。
ボランティアセンター
ってこんなところ！
ボランティア活動をしたい人とボランティアが
必要な人をつなぐ窓口です。
「ボランティアをし
てみたいけど、どうしたら良いのか分からない」
「こんな活動ならできる」
「趣味や特技を活かし
た活動がしたい」方にボランティア登録をして
いただき、活動を紹介します。ボランティア活
動に関する受付けやご相談を随時、受付けてお
ります。

芽室町ボランティアセンター運営委員会を開催しました！
6 月 2 日（木）今年度第 1 回目の運営委員会を開催しました。新たに 2 年の任期のご支援を
いただく 13 名の委員が就任いたしました。委員長には鈴木健充さん。副委員長には竹内司さん、
栗栖尚子さんが就任いたしました。令和 3 年度の事業報告と令和 4 年度の事業計画について協議
しました。ボランティアセンター運営委員会では、「いつでも、どこでも、だれでも、気軽に、楽
しく♪」できるボランティア活動の普及に努めていきます。
【芽室町ボランティアセンター運営委員】
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この度、ボランティアセンター運営
委員長に 2 期目の就任となります。
コロナ禍においても、ボランティア活
動は、人と人のつながりを豊かに紡ぐも
鈴木

健充運営委員長

一則

西川

一浩

のと改めて感じております。
これからも、ボランティア活動をよ
り身近に気軽に楽しく取り組めるよう
に企画・運営をいたします。

美由紀

西尾
若狭

運営委員長あいさつ

皆様の益々のご支援・ご協力をお願
いいたしまして、就任のご挨拶とさせ
ていただきます。

富美子
【6/2 運営委員会の様子】

ボランティア事業の紹介！！
普及・啓発
・
「社協だより」
（町広報）
に記事掲載
・ボランティアセンター
だより発行

相談・登録
連絡調整・調査
・ボランティア総合

活動推進
・ボランティア情報提供
（研修・助成等）

相談窓口の開設

・ボランティア実践者研修会の開催

（保険手続きなど）

・ボランティア交流会の開催

手続き

福祉教育
ボランティア推進

ボランティア育成
・ボランティアサロン

・ボランティアサマース
クールの開催

の開催
（交流・学びの場）

ボランティアセンター
機能の強化
・ボランティアセンター
運営委員会の開催

（児童・生徒を対象）
・福祉出前講座

詳しくは、芽室町社会福祉協議会の概要をご覧ください ⇒

ボランティア・イベント情報！
☆☆☆

イベント情報

☆☆☆

〇『ふれあい広場 2022』の開催のお知らせ
3 年ぶりの開催となる「ふれあい広場」は、旧ふれあい交流まつりを継承したイベン
トです。新型コロナウイルス感染症予防対策として、屋外で規模を縮小して開催します。
（旧「ふれあい交流まつり」の様子）⇒

と

き：令和 4 年 8 月 7 日（日）七夕の日

午前 11 時～午後 2 時まで

ところ：芽室町保健福祉センター（あいあい 21）前駐車場 （芽室町東 4 条 4 丁目 5）
内 容：①ステージコーナー（メムオロ太鼓等）、②屋台コーナー、③七夕飾りコーナー
など（＊詳細については、チラシ等でお知らせいたします）

☆☆☆ボランティア

大募集

☆☆☆

単発ボラ

「ちょこっとサポート」
生活支援サポーター協力会員募集

ふれあい広場イベントボランティア
「ちょこっとサポート」は、高齢者の方
【日時】8 月 7 日（日）
10 時から 15 時まで
【会場】芽室町保健福祉センター
（芽室町東 4 条 4 丁目 5）

の暮らしの中のちょっとした困りごと
を「できる人が、できる時に、できる範
囲で」助け合うしくみです。
協力会員として活動してみませんか？

【人数】10 名程度

簡単な養成講座を受講することで会員

【内容】イベントコーナー補助

登録のうえ、活動することができます。

（屋台・七夕飾りコーナーなど）

【主催】芽室町社会福祉協議会

【主催】芽室町社会福祉協議会

詳しくはこちら

芽室町介護予防ポイント推進事業
に登録しませんか？
芽室町介護予防ポイント推進事業は、65 歳

ボランティアの依頼・
募集の情報を随時、
承っております！

以上の町民が、指定を受けた施設などでボラン
ティア活動をするとポイントが付与され、その
ポイントを商品券・M ポイントなどに交換する
ことができる制度です。詳しくはボランティア
センターへ問い合わせください。

【申込み・お問い合わせ】
芽室町ボランティアセンター
☎ ６２―１６１６

はじめませんか？「地域交流サロン」

お邪魔しました

活動中

芽室町にお住いの方々が気軽に集え、無理なく楽し

に

手話サークル

「ハンズ」

6/9（木）は、
講師・高野涼
子さんの口の
動きが見える
手作りマスク
のお話しから
スタート。ス
クリーンを活
用して手話を
学習されてい
ました。

く通い続けられ、自由に参加できる場です。集まっ
た人たちの興味や関心に合わ
せて楽しめる計画を作り、
無理のないペース（月に 1 回
程度）で開催します。

社会福祉協議会では、サロン立ち上げ支援活動
支援・助成支援しています。集いの場に関心が
ある方は、地域福祉課までご相談ください。

☆☆☆令和 4 年度「ボランティア活動保険」のお知らせ☆☆☆
補償期間（保険期間）
基本プラン

4月1日～令和5年3月31日まで

天災・地震

特定感染症

補償プラン

重点プラン

500円

550円

＊中途加入の場合は、加入申込手続き完了日の翌日から

350円

年間保険料（1名あたり）

ケガの補償

死亡保険金

1,040万円

後遺障害保険金

1,040万円（限度額）

入院保険金日額

6,500円

手術保険金

入院中の手術

65,000円

外来の手術

32,500万円
4,000円

通院保険金日額

補償開始日から10日以内は補償対象外

特定感染症

×

地震・噴火・津波によるケガ

○

初日から補償

○

5億円（限度額）

賠償の補償 賠償責任保険金（対人・対物共通）

＊特定感染症重点プランを新設し、新型コロナウイルス感染症への補償を拡充しました。従来のプランと天災・
地震補償プランでは、補償開始日から 10 日以内に発病した特定感染症については補償の対象とはなりません
でしたが、令和 4 年度からは補償対象になります。掛け金ともに、社協窓口にてお申込みください。

【編集後記】
今年度、第 1 号のボランティアセンターだよりを発行いたします。誌面を作成しながら、ボランティ
ア活動って何だろうと考える機会となりました。日頃、みんなが地域で、元気に楽しく幸せに暮らしてい
くために「いつでも、どこでも、誰でも、楽しく参加できる活動」だと感じました。それが結果的にボラン
ティア活動と呼ばれたりするのかもしれません。その活動に関わりを持たせていただき、さらに活発に楽
しく活動できるように微力ながら努めて参ります。
（H）
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