Volunteer Opportunities through Organizations in Sapporo
札幌市

ボランティア

リスト

【札幌市ウェブサイト ボランティア募集
Sapporo city website】http://www.city.sapporo.jp/boshu/
【札幌市市民活動サポートセンター】Sapporo Citizens Activity Support Center
札幌で活動するボランティアや NPO 団体など、さまざまな分野の市民活動団体を支援する総合拠
点。登録した団体や個人は、会議室、レターケース、相談サービス等を利用できる。
Center for Volunteer groups, NPOs of various fields. The center supports registered groups,
organizations, and individuals, providing share office, meeting rooms, mail box, consulting
service, and more.
http://www.shimin.sl-plaza.jp/
【ボランティア活動センター Volunteer Activity Center 011-623-4000】ボランティア希望者
と札幌市内のボランティアグループ やボランティア活動をつなぐ 窓口。
The volunteer activity center introduces volunteer groups and activities in Sapporo.
http://www.sapporo-shakyo.or.jp/hotnews/category/4.html

【介護サポーター Nursing Volunteer】
65 歳以上対象。自らの介護予防を図りながら、地域社会の支えあいに参画することを目的
としています。特別養護老人ホーム・併設のデイサービス・老人保健施設・併設のデイケ
アにて介護補助活動を行う。
For those aged 65 and older. Assist nursing staff at nursing home.
http://www.sapporo-shakyo.or.jp/hotnews/detail/00002830.html
（ボランティア活動センター Volunteer Activity Center 011-623-4000）

【ぬくもりサポート事業 Nukumori Support Program】
障がいのある方への外出支援、家事支援、育児支援
Help handicapped person with going out, house chores, childcare etc.
http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/jiritsushien/nukumori_support/index.html
（保健福祉局障がい福祉課 Welfare for citizens with Disabilities Section 011-211-2938）

【福祉除雪地域協力員】Snow removal volunteer
高齢の方や障がいのある方が、通院や買物などの外出時に支障となる、道路に面した出入口部分
（間口）と玄関先までの通路部分（敷地内）の雪を地域の協力員が除雪する事業です。
Snow removal volunteer for elderly or handicapped people.
http://www.city.sapporo.jp/fukushijosetsu/boshu/
(各区の社会福祉協議会 Social Welfare Council of each ward)
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【子育てボランティア】Childcare Volunteer
子育てサロンで、地域の親子と一緒に遊んだり、お母さんとお話ししたりなど交流する、子育て支
援係や地域団体が主催する子育てに関するイベントでの活動、子育て講座などで保育士と一緒に託
児を行う等
Assistance at childcare events and nursing services.
http://kosodate.city.sapporo.jp/chuou/volunteer/264.html
(各区健康・子ども課子育て支援係 Health & Children Affairs Section of each ward)

【食育ボランティア】Volunteer for Food and Nutrition Education
親子料理教室や子ども会や市民グループによる食や農の勉強会での講師
Speaker or lecturer at the food and nutrition education seminar
http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/syokuiku/s07volunt_bosyu.html
（保健所健康企画課 Health Promotion Section, Public Health Office 011-622-5151）

【公園ボランティア】Park Volunteer
札幌市の公園での清掃、草刈、花壇管理などの活動
Cleaning up, mowing, gardening and other activities at the parks in Sapporo;
http://www.city.sapporo.jp/ryokuka/kyodo/volunteer/volunteer.html
（みどりの推進部みどりの管理課
Greenery Management Section, Greenery Promotion Department

011-211-2536）

【森林ボランティア】Forest Volunteer
札幌市の森林で草刈、間伐、枝打ちなどのボランティア活動
Mowing, thinning, pruning and other activities at the forests in Sapporo.
https://www.city.sapporo.jp/ryokuka/midori/volunteer/index.html
（建設局みどりの推進部みどりの管理課
Greenery Management Section, Greenery Promotion Department

011-211-2522）

【スポーツボランティア】Sports Volunteer
http://www.shsf.jp/sportsvolunteer/
（さっぽろ健康スポーツ財団 Sapporo Health & Sports Foundation 011-530-5550）
http://www.sapporosport.org/volunteers/
（さっぽろグローバルスポーツコミッション
Sapporo Global Sports Commission 011-200-0905）
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【消防団員】Fire brigade
災害時に消防隊員と一緒に活動したり、非常時のための訓練や住宅用火災警報器の普及活動を行
う。
Work with firefighters at fire sites, joining evacuation trainings, fire alarm promotion activities.
(札幌市消防局総務部職員課 Personnel Section, General Affairs Department, Sapporo Fire
Bureau 011-215-2020)
http://www.city.sapporo.jp/shobo/shokai/dan/dan.html

【Kitara ボランティア】Kitara Volunteer
施設見学ツアーの案内活動、イベント運営補助等
Guide of hall tour, assist staff at events at Kitara Hall.
http://www.kitara-sapporo.or.jp/volunteer/volunteer.html
(札幌コンサートホール事業課営業係 Sapporo Concert Hall

011-520-2000)

【イベント系のボランティア】Events
札幌市コールセンター Sapporo City Call Center

011-222-4894

＠さっぽろ雪まつり Snow Festival：
大雪像制作、抽選会、巡回・迷子ボランティア
Snow sculpture making, lottery, security, lost & found
http://www.snowfes.com/entry/e_volunteer.html
＠ミュンヘン・クリスマス市

Christmas Market：皿洗いボランティア

Dish washing volunteer
http://www.sapporo-christmas.com/recruitment/volunteer.html
＠サッポロ・シティ・ジャズ Sapporo City Jazz：
チケットもぎり、案内、清掃等 Tickets, guide, cleanup
http://sapporocityjazz.jp/js/

