
療育手帳をお持ちの方のための《さっぽろ市情報マガジン》
りょういく じょうほうてちょう も しかた

ハビサポとは…「ハビリティ（療育）」を「サポート（支える）」という意味を組合せた言葉です
りょういく ささ いみ くみあわ ことば
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札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目

さっぽろし

さっぽろし ちゅうおうく きた にしじょう ちょうめ

ほけん しょうしょうふくしきょく ほけん ふくしぶ ふくしか

211-2936でんわ 218-5181ファックス
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しょうおこな ひと

2018年より始まった「ショウケース」は、音楽や演劇、ダンスなど
ステージに関する芸術文化活動を行う障がいのある人たちのため
の発表会です。今年度もオンラインを舞台に開催します。
日頃の活動の成果や想いを、インターネットを通じてたくさんの人
にお届けしますので、ぜひご覧ください。
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百合が原公園では、冬期間に開花する花々が見頃を迎えます。寒さに弱く大温室だからこそご覧い
ただける『コウテイダリア（12月中旬～）』、冬期間に桜のような花を咲かせる『ルクリア（12月中旬
～）』、大きな花を満開に咲かせるランの一種『シン
ビジウム（12月中旬～）』などをお楽しみいただけ
ます。皆様ぜひお越しください♪

厚生労働省 令和４年度障害者芸術文化活動普及支援事業
こうせいろうどうしょう れいわ ねんど しょうがいしゃげいじゅつぶんかかつどうふきゅう しえん じぎょう

北海道・北東北ブロック
ほっかいどう きたとうほく

1 212023年
ねん

月
がつ

日（土）から一般公開開始！にち ど
いっぱん こうかい かいし

-- 28960133 22でんわ

-- 08110133 23ファックス
メール gently@yu-yu.or.jp

主催／社会福祉法人ゆうゆう
しゃかい ふくししゅさい ほうじん

お問い合わせ先／アールブリュット推進センター Gently
さき すいしんと あ じぇんとりー

アール・ブリュット
ショウケース2022
オンライン「舞台に上がれ！」

ぶたい あ

配信場所
はいしん ばしょ

アールブリュット推進センター Gently
すいしん じぇんとりー

YouTube チャンネル
ゆーちゅーぶ

チャンネル
はこちら

＊2020年度・2021年度のショウケースも YouTubeチャンネルにて公開中です！＊
ねんどねんど こうかいちゅうゆーちゅーぶ

アールブリュット推進センター

Gently ホームページ ▶

すいしん

じぇんとりー

-772 3511でんわ

あさあさ じょうしゃ

中央バス「麻25・麻27」乗車⇒「百合が原公園前」下車…徒歩2分（約150m）
ちゅうおう ゆり はらこうえん まえ ふん やく めーとるとほげしゃ

【地下鉄南北線「麻生駅」バスターミナルから】
ちかてつ なんぼくせん あさぶ えき

あさ じょうしゃ ゆり はらこうえん まえ ふん やく めーとるとほげしゃ

中央バス「麻25」乗車⇒「百合が原公園前」下車…徒歩2分（約150m）
ちゅうおう

【地下鉄東豊線「栄町駅」１番出口から】
ちかてつ とうほうせん さかえまち でぐちばんえき
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百合が原
公園

はらゆり

こうえん

緑のセンター
みどり北区百合が原公園210番地

きたく ゆり はら こうえん ばんち百合が原公園
ゆり はら こうえん

アクセス

キャンドル作り
づく

日時
にちじ

2023年１月14日（土）14：45～16：15
ねん にちがつ ど

お申込み
もうしこ

12月11日（日）よりでんわ受付 ： 百合が原緑のセンター ☎772-3511
がつ にち にち はらみどりゆりうけつけ

参加料
さんかりょう

330円
えん くみ くみ めい

定員
ていいん

６組（１組４名まで）

ふゆ おお よう しみん

さんかがた てんじかい

ざ しゅるい

はなすがたうつく

ほうこう たの

さいしゅうび

冬咲きの種類が多い洋ランの市民
参加型展示会です。美しい花姿と
ともに芳香もお楽しみください。
※最終日は15：00まで

百合が原公園イベント情報
ゆ り はら こうえん じょうほう

おとなこ かたちいろこの たいけんたのづく

子どもから大人まで、お好みの色や形のかわいらしいキャンドル作りを楽しく体験♪

洋ランの育て方
よう そだ かた

日時
にちじ

2023年１月29日（日）13：00～14：30
ねん にちげつ にち

お申込み
もうしこ

１月12日（木）よりでんわ受付 ： 百合が原緑のセンター ☎772-3511

参加料
さんかりょう

130円
えん めい

定員
ていいん

20名

さっぽろ さっぽろあいこうか こうしゅうかいこうしかたかいいん

札幌のラン愛好家「札幌オーキッド・ユウ・アーク」会員の方が講師の講習会です。

コウテイダリア ルクリア シンビジウム

市民ラン展
しみん てん

しみん さんか てんじかい

～市民参加のランの展示会～

2023年１月24日（火）～29日（日）8：45～17：15
ねん にちがつ か にちにち

たさい かれん はなすがた みりょく ゆきわり

そう ふる えんぎ よ しょくぶつ

ふくじゅそう てんじかい

多彩で可憐な花姿が魅力の雪割
草と、古くから縁起の良い植物
とされる福寿草の展示会です。

2023年１月31日（火）～２月12日（日）8：45～17：15
ねん にちがつ か にちにちがつ

福寿草と雪割草展
ふくじゅそう ゆきわりそう てん

～春を告げる雪国の妖精たち～
はる つ ゆきぐに ようせい

がつ にち もく はらみどりゆりうけつけ
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『ANGEL（エンゼル）』は、南郷18丁目にある就労支援B型事業所
です。手芸やクラフト雑貨などの「ものづくり」の仕事を通して、
みんながゆっくりできて「楽しい」「好きかも」「出来るかも」など
感情が動くような事業所を目指しています。
利用者様のやってみたいことに合わせた作業内容を多数用意して
おりますので「ものづくり」が好きな方、興味のある方などにぴった
りのはたらく場です。現在、在宅就労にも力を入れておりますので、
外出に不安のある方も、ぜひお問い合わせください！

就労継続支援B型事業所
しゅうろうけいぞく しえん びーがた じぎょうしょ

白石区
しろいしく

ANGEL（エンゼル）

さかえどおり ちょうめ げしゃ とほ ふん やく めーとる

中央バス「栄通17丁目」下車…徒歩１分（約110m）
ちゅうおう

白石区栄通18丁目1-18
しろいしく さかえどおり ちょうめANGEL（エンゼル）

アクセス

メール w-angel-18@ba.wakwak.com
-867 9845でんわ ファックス -867 9846

地下鉄東西線「西18丁目駅」３番出口から…徒歩９分（約700m）
ちかてつ とうざいせん めーとるやくふんとほえきちょうめにし ばん でぐち

白石公園
しろいしこうえん

冒険公園
ぼうけんこうえん

東月寒公園
ひがしつきさむこうえん

南郷通
なんごうどおり

東北通
とうほくどおり
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バス停「栄通17丁目」

●花まる
はな

協全内科クリニック●

ファミリーマート●

きょうぜんないか

●ローソン

東西線南郷18丁目駅
とうざいせんなんごう ちょうめえき

3番出口
ばん でぐち

コープ
さっぽろ
ルーシー店

てん

エンゼル

ANGEL（エンゼル）のお仕事について
しごと

一日の流れ
いちにち なが

利用者様募集中！SNSでも情報発信しています♪
りようしゃさま ぼしゅうちゅう じょうほうえすえぬえす はっしん

見学は随時可能ですので、下記の連絡先までお気軽にお問い合わせ
ください。ご希望の方は無料体験もできます！必要な方には、障がい
福祉サービス利用の手続きもサポートいたします。

けんがく ずいじ かのう かき れんらくさき きがる と あ

きぼう かた むりょう たいけん

ふくし りよう てつづ

ひつよう かた しょう

ツイッターインスタグラムホームページ

利用時間
りよう じかん

月～金曜日の10：00～15：00
げつ きん ようび

休日
きゅうじつ

土・日曜日、年末年始
ど ようびにち ねんまつねんし

工賃
こうちん

時給250円（作業内容などにより手当があります）
じきゅう さぎょう ないようえん てあて

● 週に１日から、短い時間でもご利用いただけます。
しゅう みじかにち じかん りよう

● 通うのが大変な方、ご自宅で自分のペースで作業したい方は在宅就労も可能です。
かよ かたたいへん かのうかたさぎょうじぶんじたく しゅうろうざいたく

● 送迎は無料です。対応可能な地域につきましてはご相談ください。
そうげい むりょう たいおう かのう ちいき そうだん

● トイレはバリアフリーとなっておりますので、車いすの方などでも安心してご利用いただけます。
くるま かた あんしん りよう

ひとり とくせい たいちょう てきせい おう と く はいりょ さぎょう

さぎょう かく しどう

お一人おひとりの特性や体調など、適性に応じて取り組めるように配慮しながら作業していき
ます。はじめての作業は、各スタッフがていねいに指導いたします♪

10：00～12：00  作業（途中休憩あり）
さぎょう とちゅう きゅうけい

13：00～15：00  作業（途中休憩あり）
さぎょう とちゅう きゅうけい

15：00  退勤（希望者には無料送迎あり）
きぼうしゃ むりょう そうげいたいきん

12：00～13：00  昼食・昼休み
ちゅうしょく ひる やす

＊希望者には手作りのできたてランチをご提供！《1食200円》＊
きぼうしゃ てづく ていきょう しょく えん

ランチ
イメージ

あなたの「好き」を応援します！
す おうえん

商品づくり以外にも、データ入力・ネット
ショプの販売管理などのパソコンを使った
作業や、袋詰め・シール貼りなどの軽作業、
イベント出店では接客や販売にもチャレン
ジできます♪

しょうひん いがい

はんばい かんり

さぎょう ふくろ はづ けいさぎょう

しゅってん せっきゃく はんばい

つか

にゅうりょく

在宅ワークも
できます！

ざいたく

その他にも、使用済みのランドセルを使用したオーダーメイド品などたくさんの種類があります！
ほか しよう ず しよう ひん しゅるい

着物リメイク
きもの

布小物
ぬの こもの

雑貨 
ざっか

レザー

パラコード ペーパークラフト

こんな革製品があったらいいなぁ！を
形にすることができます。使い込むほ
どに味わいの出る本格レザーで、世界
にひとつのアイテムを作りませんか？

かわせいひん

かたち つか

あじ で ほんかく せかい

つり

こ

編み方さえ覚えてしまえば、少ない
道具でさまざまな小物を作ることが
できます。最近ではペット用パラコー
ドやキャンプギアが人気です！

あ かた おぼ すく

どうぐ こもの つく

さいきん よう

にんき


