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《市立図書館輪西分室　　
夜間の受付カウンター》
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★こちらボランティアセンターです！★こちらボランティアセンターです！

・ 介護支援ボランティア研修会 次回は６月１８日！

・ ボラセンに 「おもちゃの病院 中島」 が仲間入り！

・ 介護支援ボランティア研修会 次回は６月１８日！

・ ボラセンに、おもちゃの病院「中島」 が仲間入り！

★ボランティアセンターよりお知らせ

ボランティアについての相談は、お気軽に！ボランティアについての相談は、お気軽に！



図書館ボランティア わにの会
市立図書館輪西分室にて、夜間貸出し受付と、返却本の整理などを行っています。
図書館の夜間運営を望むたくさんの声に、ボランティアの力を借りるアイデアが
出され結成されました。今年で活動１１年目です。

は…No,11

市民会館で催し物が
ある時は、たくさんの
方が来てくれますよ。

大滝　貞子さん
おおたき さだこ
大滝　貞子さん
おおたき さだこ

子ども用コーナーには、
スーパーの買い物に寄った
親子連れも訪れます。

子ども用コーナーには、
スーパーの買い物に寄った
親子連れも訪れます。

活躍中の方を

毎月紹介！
活躍中の方を

毎月紹介！ に しました！

【市立図書館輪西分室】
場所 : 室蘭市民会館 1 階

開館時間 :10 時～20 時まで
休館日 : 月･祝、年末年始、

図書整理日ほか
夜間貸出希望の方は
よむ･よむカードを

忘れずに！
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わにの会では、金曜日の
担当が不足しています。
お時間の取れる方、ぜひ
一緒に活動しませんか？

(月２～３回程のシフトです )

わにの会では、金曜日の
担当が不足しています。
お時間の取れる方、ぜひ
一緒に活動しませんか？

夜２時間の活動なので、
長く続けられています。
訪れた方に「開いてて
良かった」と言われた時は、
励みになります。
常連さんに会える楽しみも
　ありますよ。

会員

募集中！

もともとは１８時閉館でしたが、
現在は２０時まで開館となり、
多くの人に喜ばれています。　　　　　

もともとは１８時閉館でしたが、
現在は２０時まで開館となり、
多くの人に喜ばれています。　　　　　

読書のきっかけに
なってくれると
嬉しいですね。

夜間運営が始まり、
貸出し数は、以前の約２倍の
７万冊以上になりました！

今ではすっかり浸透し、
仕事帰りの方や、学生などが
毎日集まっています。

ボランティアが図書館運営に
関わるのは、全国的にも珍しいそうです。
ボランティアが図書館運営に
関わるのは、全国的にも珍しいそうです。

市内すべての返却本を
受けつけるので、
どこの蔵書か仕分けて
戻します。

【連絡先】わにの会代表:岡原正司さん

☎４４-３５１８

(月２～３回程のシフトです )



ボランティアセンター

ボランティアをしたい人、してほしい人を
結びつけ、活動のサポートをします。
研修会の開催、ボランティアの
情報発信をして
います。

ボランティアセンター
(ボラセン)って、どんな所？

※社会福祉協議会内
　にあります。

・ ボランティアをしてみたいが、

まず何をしたらいいかわからない

・ボランティアの協力がほしいが、

　どうしたらいいのか知りたい

　　 ・ボランティア仲間を増やし、

　　　交流をもちたいなど…

こんな時はボラセンまで！

相談はこちら！
ボランティア
コーディネーター
の工藤まで！

アイマスクをして
一緒に歩いてみよう！

こ
ち
ら

で
す
！

ボランティア出張教室(高齢者疑似体験in八丁平小学校)ボランティア出張教室(高齢者疑似体験in八丁平小学校)

実体験を通して、
ボランティアへの
理解を深めるため、
様々な講座を企画
しています！

夏には１０種類の
体験講座を開きます。
いろいろな活動を
試し、知ることで、
新しい発見やつながり
が生まれます！
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はつらつ福祉
ボランティア講座
(盲導犬体験講座)

はつらつ福祉
ボランティア講座
(盲導犬体験講座)

研修会「ボランティアの集い」の様子研修会「ボランティアの集い」の様子

夏には約１０種類の
体験講座を開きます。
いろいろな活動を
試し、知ることで、
新しい発見やつながり
が生まれます！

お気軽にどうぞ！お気軽にどうぞ！
画 : 菊地 健三氏画 : 菊地 健三氏

深める 室蘭社協

体験する

学ぶ

ボランティアセンターの　
　　ホームページはこちら！
　　　　　　　(社会福祉協議会サイト内)
･ボラセン登録団体一覧
･ボランティアだよりの閲覧
  そのほか、ボランティアに関すること

http://www.muroranshakyo.jp/vo-center.htm
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階段を降りるの
怖いな～！



日時：毎月第２日曜 １０:００～１５：３０
場所：中島商店街ふれあいサロン
　　　ほっとな～る(中島町１-２４-２)

日時：毎月第２日曜 １０:００～１５：３０
場所：中島商店街ふれあいサロン
　　　ほっとな～る(中島町１-２４-２)

●修理依頼は、直接こちらへお持ちください！●修理依頼は、直接こちらへお持ちください！

対象はどんな人？

活動場所や、内容は？

ボランティアは未経験。介護の資格もないし、
披露できる特技もないから、難しそう。

もう少し詳しく
聞いてみたいな！

お茶を出しながら楽しくお話する
活動を始め、３ヶ月目です。
入所者の方が顔を覚えてくれ、
いろいろな話をしてくれますよ。
今後も無理のない範囲で
やっていきます！

東京大田区の
「おもちゃ病院大田」で
修理経験を積みました！

が仲間入り！

「小さい頃から、物を大切にしてほしい」と、
おもちゃを無料で修理しています。
思い出の詰まったおもちゃ、
治してみませんか。

※付属品、説明書等もお持ちください。
※修理を受付できない、又は部品代実費がかかる場合があります。
※付属品、説明書等もお持ちください。
※修理を受付できない、又は部品代実費がかかる場合があります。

【お問合せ先】代表:水木(みずき)さん 
自宅:☎４６-７５５０

活動日当日:☎５０-６６１１

【お問合せ先】代表:水木(みずき)さん 
自宅:☎４６-７５５０

活動日当日:☎５０-６６１１

一緒に活動する
仲間も募集中！
詳しくはご連絡を！

ボランティア
センターに

そんなことありません！そんなことありません！

ボランティア受入登録施設表から
自分で選びます。すでに、施設でボラン
ボランティア受入登録施設表から
自分の行きたい施設･内容を選びます。

入所者の方のお話相手や、配膳の手伝いなど取組みやすい
活動がたくさんあります。介護はしませんので、資格は不要
です。空き時間にボランティア活動してみませんか？

入所者の方のお話相手や、配膳の手伝いなど取組みやすい
活動がたくさんあります。介護はしませんので、資格は不要
です。空き時間にボランティア活動してみませんか？

６５歳以上の室蘭市民です。

(要支援･要介護認定者を除く)

６５歳以上の室蘭市民の方です。

(要支援･要介護認定者を除きます )

6月18日(水)13：30～15：00
会　場 : 社会福祉協議会 大会議室
持ち物 : 介護保険被保険者証･ボールペン

事前申込が必要です。 くわしくは社会福祉協議会まで！

まず研修会に参加、そして活動登録をします。

研修会は
デイサービスセンターかがやきにて、
ボランティアに励む尾形さん
デイサービスセンターかがやきにて、
ボランティアに励む尾形さん

聞いたこと
あるけど…

始まって３ヶ月…

　　　　みなさんの声


