
汗を流してボランティアする

―札幌第一高校の例―

　例えば、希望学園札幌第一高等学校

（〒062-0021札幌市豊平区月寒西１条９

丁目10-15　木本省三校長　生徒数1170

名）のこの春の卒業生有志は、在学中

の３年間、放課後などに自主的に校内

の空き缶の収集を続け、それを換金し

て貯めたお金でマガジンラックを購入、

同区の月寒福祉のまち推進センターに
み えだ

寄贈した。これは入学時の担任の三枝

三四子先生からの「他人への思いやり

を大切にしよう。そのために自分たち

ができることはないだろうか」という

問いかけに対して、使用済みテレホン

カードの回収から始め、毎年15，6名が

ボランティアで参加してきた。３年生

になってからは、夏の暑さに悪臭を

放っているゴミに負けず、アルミ缶や

リングプルを集めた。中心になって活
らん

動を続けた松本蘭さんは、卒業にあ

たって「ごみ集めのボランティアを通

じて、分別の大切さもわかり、捨てら

れたものでも役にたつということがわ

かりました」と自分たちの活動を振り

返って感想を残していった。

　同校は、平成12年度に地元社会福祉

協議会のボランティア協力校に選ばれ、

全校的な取り組みを行っている。生徒

会が中心になって、春の雪解け後と秋

に学校周辺地区の清掃を行ったり、夏

の終わりに石狩浜の清掃にボランティ

アで出かける。全校生徒がどちらかに

参加している。 指導の丹田先生は、「日

頃お世話になっている地元の方々への

感謝の気持ちを行動で表すとともに、

毎日の通学路を清掃することで地元地

域への愛着もうまれます。そして何よ

り、自分が実際に経験することを通し

て、環境問題へのはっきりした心が芽

生えてくれれば、ボランティアの輪が

さらに広がっていくのではないかと期

待しています」と語ってくれた。

道ばたのゴミを拾う第一高校生
（写真提供：北海道新聞 冨田新聞店）

１日50円を寄付する

　多くのNGOが活動資金を求めて寄付を

募っているが、「国境無き医師団日本」

（http://www.msf.or.jp〒169-0075 東

京都新宿区高田馬場3-2-8-1 第６康洋

ビル４Ｆ Tel. 03-3366-8571）は、寄

付者の指定する口座から一日50円相当

を四半期毎に引き落とすシステムを採

用している。

　ボランティア活動は意志と熱意だけ

ではできるものではなく、当然相応の

体力、気力、時間、技術などが求めら

れる。もし自分にそれらが欠けている

ならば先ず資金協力のボランティアと

して一助になる道もある。総務省が郵

便貯金事業の中で行う『国際ボラン

ティア貯金』なども気軽にできる資金

ボランティアの良い例である。

国際ボランティア貯金

  「国際ボランティア貯金」は、郵便

局の通常貯金や通常貯蓄貯金の受取利

子を、開発途上地域の人々の福祉の向

上のために寄附するもので、寄附の割

合は20％から100％の間で、10％単位で

自由に選ぶことができる。元金10万円

で寄附割合を20％とした場合現行利子

(平成13.4.16現在、利率0.03％)で税引

き後の受取利子額25円のうち５円が寄

附金額となる。集まった寄附金は審査

などを経てNGO（民間海外援助団体）に

配分される。

　国際ボランテ

ィア貯金の取扱

いは平成３年１

月にスタート

し、今年で創設

10年を迎えた。

この間配分総額

は169億円にの

ぼり、世界90カ

国で実施する医療・衛生、教育、環境

保全など援助事業に配分された。

　平成12年度は、198のNGOがアジア・

アフリカを中心に51カ国で実施する225

事業に対して、6億5,041万2000円が配

分された。

　また、集配普通郵便局（北海道内で

74局）には「ボランティアコーナー」

が設けられ、イベント情報の提供や地

域のボランティア団体の活動などを紹

介している。そのうち、札幌中央、旭

川中央、函館中央、釧路中央、帯広、

小樽、苫小牧、北見の８郵便局では定

期的にボランティア活動の専門家を招

いての相談なども行っている。

（国際ボランティア貯金などに関する

ホームページ「ボランティアポスﾄ」

http://www.yu-cho.yusei.go.jp/vo1

unteer-post）

ボランティア活動がしたい人は

　まず、地域の社会福祉協議会を訪ね

てみるのがよい。同協議会内のボラン

ティアセンターで地元のボランティア

情報を入手することができる。（社会

福祉法人北海道社会福祉協議会ボラン

ティアセンター（〒060-0002札幌市中

央区北２条西７丁目かでる2・7　北海

道立社会福祉総合センター２階Tel .

( 0 1 1 ) 2 7 1 - 0 6 8 3 　h t t p : / /

www.dosyakyo.or.jp/hokkaido-vc/ ）

　札幌市の場合、特に福祉関係のボラ

ンティア活動を希望する人のために、

札幌市ボランティア研修センター（〒

060-0001札幌市中央区北１条西９丁目

　リンケージプラザ2F.　Tel.011-223-

6005）で、生活介助ボランティアス

クール、ガイドヘルプボランティアス

クールなど実際にボランティアとして

介助にあたる際に必要な基礎知識や技

術を学ぶための各種研修会を開催して

いる。この春には平日研修を受けるこ

とができない人を対象に夜間に研修す

る今年第１回目の「ナイトボランティ

国際ボランティア貯金
イメージキャラクター
「愛を運ぶーちょ」

フィリピン耳の里親会

〈国際ボランティア貯金の配分で
検査機器なども寄贈〉

　貧困のために学校に通うことのできな
いフィリピンの聴覚障害児を聾学校に入
れるために日本人の里親を募集し、一人
年間3万6,000円の奨学金を援助している。
また、中古の補聴器やおもちゃ、教材な
どを回収し子どもたちに送っている。
　総務庁の国際ボランティア貯金の配分
を受けて、高額な検査機器や教育機器な
どを現地の聾学校に寄贈したり、機器の
使い方についてセミナーを開催している。
　会費、寄附のほか、フリーマーケットに
出店したり、送料の切手代にあてるため
書き損じハガキの回収なども行っている。

〒070-0825 旭川市北門町19丁目2155-165
　フィリピン耳の里親会事務局

TEL/FAX (0166)55-9654
E-メール　jefp@nifty.com
ホームページ

　http://homepage2.nifty.com/jefp/

会費　里親会員　39,000円／年
（個人会費3,000円含）

　　　一般会員　 3,000円／年
　　　法人会員　10,000円／年

　



アスクール」を開催した。受講者は40

名を超え、夜９時ちかくまで講義、車

いす体験、右片マヒ体験などに熱心に

取り組んでいた。

　2002年10月には障害者の国際会議で

ある「DPI世界会議札幌大会」が開催さ

れる。世界の100カ国近い国々から身体

の不自由な人や介助者をあわせて2000

人近くの参加者が見込まれている。ボ

ランティア講座で正しい介助の方法を

学んだ上でボランティア登録し、DPI世

界会議に参加してボランティア活動へ

のスタートをきってみるのも良い。

「ナイトボランティアスクール」の講

師の一人でもあるDPI世界会議事務局の

我妻武事務局次長は「以前はこうした

集まりの参加者はほとんどが女性だっ

たのですが、最近は年齢を問わず男性

も多くなって心強いです。ボランティ

アに関する限り世の中は間違いなく変

わってきているのを実感しています」

と喜び、DPI世界会議への参加も呼びか

けていた。

リンケージプラザ入り口のスロープで車椅子
を体験する受講生たち

（2002年第６回DPI世界会議札幌大会組

織委員会 事務局　〒060-0012 札幌市

中央区北12条西23丁目６　SDC北12条ビ

ル４Ｆ　Tel.(011)632-7666　e-mail:

dpi-sapporo@ma.neweb.ne.jp）

ボランティアの情報誌「ボラナビ」

　札幌で発行されている「月刊ボラナ

ビ」にはボランティアと地域活動の情

報が満載されている。同誌はこの５月

号（４/25発行）で通算33号を数え「ボ

ランティアをしに来てほしい」という

人々の声と、「ボランティアをした

い」という人々の声の出会いの場とし

て多くの情報が掲載されている。

　毎月25日に二万五千部を発行、札幌

市内と近郊の大学・専門学校、書店、

スーパー、社会福祉協議会、区役所・

図書館など350カ所で無料配布されてい

るので、「ボランティアしよう」とい

う人にとって格好の手引きになる。森

田麻美子代表は「NPOはもとよりボラン

ティア団体はほとんが働くスタッフの

不足、資金の不足に悩んでいます。資

金面でもボラナビが何か役に立てる道

はないものかとも考えています」と今

後の展望を寄せてくれた。

（発行・ボラナビ倶楽部　〒001-0011

札幌市北区北11条西４丁目　北海道NPO

サポートセンター内　FAX専用011-716-

2899　ホームページアドレスhttp://

www. infosnow.ne.jp/~volunabi/）

出来るところから始めよう！

　道路や公園の清掃を行う、駅や病院の

ロビーに花を生ける、図書を寄贈する

等々、町の中にもボランティアできるこ

とはたくさんある。

　国内はおろか海外まででかけて黙々

と活動してきた先進NGOや有志は以前か

らたくさんあった。北海道内でも多くの

NGOが使命感を抱いてそれぞれの活動に

邁進している。「北海道NGOネットワーク

協議会」には33団体が参加している。

　また、北海道のホームページの「北

海道市民活動団体情報提供システム」

のコーナーで、道内の市民活動団体の

内容やボランティア受け入れの態勢な

どの情報を知ることができる。（http:/

/www.with.pref.hokkaido.jp/npo）

　平成12年度の「国民生活白書」は、

ボランティア活動やＮＰＯに参加する

ことが特別なものではなく普段の生活

の中で誰もがふつうに行っているよう

な社会を目指すことが大切である、と

解説している。

  私達一人一人が、それぞれの体力、

気力、財力、時間に応じてちょっと人

のために何かしてみたいものである。

B O O K恵庭市の「ブックスタート」事業に
支援ボランティア

〈「ゆりかご会」メンバーが
乳幼児に絵本を読み聞かせ〉

　恵庭市立図書館はこの春から、乳幼児
の９・10ヵ月検診にあわせて、赤ちゃん
と親が本を通して楽しいひとときを持つ
ことを応援する事業「ブックスタート」
を本格的に開始した。「ブックスター
ト」は、絵本の読み聞かせを通して親子
のコミュニケーションを深めようとイギ
リスで始まった運動である。
　図書館では、今年度は年間を通して同
市保健センターに検診で訪れる約600名の
乳幼児を対象に、ブックスタートを行う
ことにしている。５月1 0日の検診日に
は、図書館の職員と一緒に４月に発足し
たばかりのボランティア組織「ゆりかご
会」のメンバーがお母さんたちに２冊の
絵本などが入った“ブックスタートバッ
グ”をプレゼントしたり、実際に読み聞
かせをし図書館のブッククスタート事業
支援のスタートを切った。

　同市立図書館
の中島興世館長
は「ブックスタ
ート自体赤ちゃ
んにとって良い
ことですし、ボ

ランティアの人たちをはじめ赤ちゃんの
ために力を尽くしている人たちがこうし
た事業を通じて連携できるようになれば
嬉しいです」と期待を寄せている。

「ゆりかご会」（代表・竹中一雄さん）
〒061-1373 恵庭市恵み野西5丁目10-2

　恵庭市立図書館　内
TEL.(0123)37-2181

新しい国際民間交流組織
「タイ東北部奨学基金」が誕生

〈ルイ県とノンカイ県の
中学生の就学援助と交流〉

　タイ国内で最も貧しい東北部の両県の
中学生を対象に一人年間８，０００円程度
の奨学金を贈って就学を援助することを
目的に、日本とタイ国との交流を進める国
際民間ボランティア団体として、さる４月
１日に活動を開始した。国際ボランティア
活動の経験をもつ道内各地のメンバーを
含めて現在会員は６０名。６月中にルイ県
の中学生７０名に初年度分の奨学金を贈
る。学校図書館の建設や図書館内に日本語
学習や日本への理解を深める「日本コー
ナー」の設置などを考えている。
　将来は奨学金を贈る幅を広げたり日、
タイ中学校間のインターネットによる交
流や訪問などの実現を目指している。
　学校図書館建設資金（約200万円）の寄
付協力、現地に送る幼児向け絵本や中古
の衣料品（夏・冬）の寄託を求めている。

　　　国際民間交流組織
　　　　　「タイ東北部奨学基金」
代表　岩田　弘志（室蘭市）
事務局　〒057-0034
浦河郡浦河町堺町西２丁目１５－５
TEL/FAX  (01462)2-0744

会員募集！
会費　一口年額　12,000円

（何口でも可）
振込口座　日高信用金庫堺町支店

普通　０１４０９７７


