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・持ち寄りサロンのお誘い
・Facebook はじめました
・ご確認ください！
・平成 29 年度ふれあいの詩基金公募助成のご案内
・JOYJOY 表紙連載 今日は何の日？ 答えは・・・
【答えは４ページにあります！】

・ボランティア募集

絵・描き文字/岸本

真弓

・
・
・
・
・

絵・描き文字/岸本
絵・描き文字/岸本 眞弓

眞弓

✿ 飯 能 市 社 協 ホ ー ム ペ ー ジ で 、 JOYJOY の カ ラ ー 版 が ご 覧 い た だ け ま す ✿
飯能市ボランティアセンター（社会福祉法人

飯能市社会福祉協議会）

〒357-0021 飯能市大字双柳 371 番地 13（飯能市総合福祉センター内）
TEL 042-973-0022 FAX 042-973-8941

ホームページ : http://hannosyakyo.or.jp/
E-mail : hanno-v.c@hannosyakyo.or.jp

持ち寄りサロンへのお誘い
毎回ごきげん体操でスタートしています！
太極拳、フラダンスを体操風にアレンジして健康づくりに励んでいます。
5 月は下記のようなことを行いますので、ぜひご参加ください！
日

時：5 月

9 日（火）

郷土館に出かけます。（路線バス「天覧山下」下車）
常設展示改装のため 6 月 1 日より休館となります。
現在の常設展示は、これで見納めとなります‼
10：00～10：30 の間、学芸員が展示の説明をして
くださいます。そのあとは、能仁寺付近散策。

5 月１6 日（火）

出前講座「公共交通について」
（交通政策室）
10：00～11：30

会

場：総合福祉センター２階 研修室（申し込み不要・無料）

5 月 30 日（火）

沖縄の小太鼓（パーランク）・銭太鼓の体験
※会場に準備してあります。
10：00～12：00

会 場：総合福祉センター２階

集会室（申し込み不要・無料）

いしいひでこ

問合せ：代表 石井英子さん TEL/FAX

９７２－０９１３

をはじめました
飯能市ボランティアセンター（飯能市社会福祉協議会）では、4 月 3 日より、Facebook をは
じめました。ボランティアのアレ・コレ投稿お待ちしています！
★ボランティアの紹介や活動日
★ボランティア体験談
★施設でのボランティア募集等
写真や動画の投稿もお待ちしています！

今すぐアクセス！

https://www.facebook.com/hanno.vc/

ご確認ください！
新年度が始まりましたが、ボランティアセンターへの登録はお済みですか？
ボランティア活動保険の加入手続きはお済みですか？
活動中の“もしも”の時のために、保険への加入をお願いいたします。

『平成２９年度ふれあいの詩基金』公募助成のご案内
★対象団体

ボランティアグループや学校の PTA、親の会など

★対象事業

①障害者の社会参加を直接的に支援する事業
②障害者への理解など、啓発を目的とした事業

★助 成 金
★申込期限

③ボランティア活動に関する緊急に必要な資機材等の購入
助成限度額：1 団体 10 万円
平成 29 年 5 月 31 日（水）【市町村社会福祉協議会必着】

ふれあいの詩基金とは?
大宮氷川ライオンズクラブからの寄付金 100 万円を受けた読売新聞東京本社
さいたま支局と埼玉県社会福祉協議会により 1980 年に創設され、皆様からの
寄付金の運用益を活用し、障害者を支援する県内ボランティアグループなどへ
助成しています。
★平成 28 年度は、19 団体に 1,860,000 円を交付いたしました。

応募の方法は?
実施要領をよくお読みいただいたうえで所定の様式に必要事項を記入のうえ、最寄りの市町村社
協を通して申請してください。実施要領及び申請書類は、埼玉県内の社会福祉協議会で配布してお
ります。埼玉県社会福祉協議会ホームページからもダウンロードできます。
埼玉県社会福祉協議会 ふれあいの詩

検 索

←

【http://ｗｗｗ.fukushi-saitama.or.jp/site/volunteer/】

【問合せ先】
社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会 埼玉県ボランティア・市民活動センター
〒330-8529 さいたま市浦和区針ヶ谷 4-2-65 彩の国すこやかプラザ
Tel:048-822-1435/Fax:042-822-3078
E-mail:vc@fukushi-saitama.or.jp

ＪＯＹＪＯＹ表紙連載

今日は何の日？ 答えは・・・
１６８９（元禄２）年３月２７日（新暦５月１６日）、
松尾芭蕉が「奥の細道」への一歩を踏み出した日です。
せわしない現代生活の中で、
「旅の心」を大切にし、旅の
あり方を考え直そうと、日本旅のペンクラブ（旅ペン）が
１９８８（昭和６３）年に制定しました。
観光業界の将来など旅について考える活動をしています。
【何の日？ホームページから転載】

旅の日

✿下記施設でのボランティアを希望される方は、飯能市ボランティアセンターまで✿
SOMPO ケア
内容
日程
時間
住所
電話

ラヴィーレ飯能

歌や踊り、楽器演奏等
レク…毎日
14：00～15：00
南町２－７
９８３－４１６５

デイサービスセンター「山手なの花館」
内容
日程
時間
住所
電話

利用者の話し相手、レクのお手伝い、
麻雀の相手
毎週 月～金曜日
13：30～16：00
山手町２３―８
９７３－０３０３

デイサービスセンター「サンタの森」
内容
日程
時間
住所
電話

小規模多機能型居宅介護「ベテラン館ましば」
内容
日程
時間
住所
電話

特別養護老人ホーム「吾野園」
内容
日程
時間
住所
電話

利用者の話し相手、レクの手伝い
毎週 月～金曜日
10：00～12：00
14：00～16：00
南川２０９１
９７８－２６１０

利用者のお話し相手、散歩の同行など
毎日
10：00～17：00
双柳５４７―２
９７１－５５３１

将棋の相手、レクのお手伝い
毎日
ご相談ください
川寺１８９―８
９８３－０７０２

埼玉県立名栗げんきプラザ
内容 幼児キャンプ～みんなで一緒にワクワクお
泊り体験～の運営スタッフ
日程 6 月２4 日（土）
６月 25 日（日）
時間 10：00～翌日 16：00
住所 上名栗１２８９－２ 名栗げんきプラザ
電話 ９７９－１０１１

大樹の家

グループホーム「あったかホーム飯能」
内容
日程
時間
住所
電話

歌や踊り、楽器演奏等
毎週 月～土曜日
14：00～15：00
飯能３９８―１
９７１－２４６６

内容
日程
時間
住所
電話

シーツ交換（利用者のシーツのはりかえ）
火曜日
10：00～12：00
狭山市狭山４７－２９
04-2955-2941

★JOYJOY 掲載記事募集★
「こんなボランティアに来てほしい！」「こんな活動しています！」
「ボランティアグループの新規加入者募集中！」
等など．．．
ボランティアに関することで掲載してもらいたい記事があれば、表紙お問合せまでご相談
ください！

