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・持ち寄りサロンへのお誘い
・歳末たすけあい募金にご協力おねがいします！
・ママのためのリフレッシュスクール
・JOYJOY表紙連載 今日は何の日？ 答えは・・・
・ボランティア募集
【答えは４ページにあります！】

絵・描き文字/岸本

絵・描き文字/岸本

真弓

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。
12 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！
出前講座

「武蔵野鉄道＆西武鉄道

いつから、どうして わが街 飯能に？」

講

師：飯能市郷土館学芸員

日

時：１2 月

5 日（火）１０：１０～１２：００

（双柳循環バス「飯能駅」発１０：００利用可）
場

所：総合福祉センター2F 社会適応訓練室

※申込不要・無料
昭和のはじめ制作の「名栗音頭」解説文に
「…名栗村は武蔵野鉄道 飯能駅より乗合自動車で行く…」

11 月 16 日に総合福祉センターで

とあります。

行われた発表会の様子です。

100 年近く鉄道や公共バスが運行していることを“あたりまえ”
として私たちは暮らしています。これから先もいつまでもこの
“あたりまえ”は続くのでしょうか？
（アトラクション）みんなで「名栗音頭」を唄いましょう

いしいひでこ

問合せ：代表 石井英子さん TEL/FAX

９７２－０９１３

歳末たすけあい募金にご協力おねがいします！
歳末たすけあい募金は、毎年１２月１日から３１日までの１か月間、
共同募金運動の一環として全国一斉に行われます。
飯能市で集められた募金は、全額を飯能市社協が配分を受けて、
歳末たすけあい義援金配分事業費として活用させていただきます。
歳末たすけあい義援金とは…
１２月から募金活動を開始する歳末たすけあい募金を財源に
新たな年を迎える時期に、経済的に支援を必要とする世帯等に
義援金を配分する事業です。
※今年度の申請受けは終了いたしました。
※１２月１日（金）から２5 日（月）までの間、総合福祉センター（１階窓口）、保健センター名
栗分室で募金の受付を行います。
（美杉台児童館には募金箱を設置予定です。）
みなさんの温かいご協力、よろしくお願いします。また、市内各事業所等にも募金箱を設置させ
ていただいています。

平成２９年度の飯能市の歳末たすけあい募金目標額は、３，１１４，０００円です！

飯能市社会福祉協議会 地域福祉活動等推進事業補助金活用事業

主催こどもｴｺｸﾗﾌﾞ飯能Ｊ

ママのためのリフレッシュスクール
１月１０日（水）10:00～11:30 親子あそび
対象・未就園児と保護者 定員・親子 10 組 参加費・350 円
場所・福祉センター3F 大会議室
持ち物・飲み物 服装・動きやすい服装
講師：関みか氏
※アレルギーの有無を教えて下さい
冬はなかなか外で遊べませんよね？いつも元気で楽しい関先生と親子で思いっきり遊びま
しょう！

１月２３日（火）アロマハンドトリートメント（手浴付）
対象・どなたでも 定員・各日 3 名 参加費・500 円 託児・300 円
場所・たんぽぽカフェ
服装・肘上までが出しやすい服装でお越し下さい。
講師：AEAJ 認定ｱﾛﾏﾊﾝﾄﾞｾﾗﾋﾟｽﾄ田辺利恵子氏
①10:30～11:15 ②11:15～12:00 ③12:00～12:45 の時間を選択下さい。
精油入りのキャリアオイルで肘から指先まで２０分間丁寧にトリートメントします。
１月２５日（木）お正月用フラワーアレンジメント 10:00～11:30
対象・ママ 定員・10 名 参加費・1,000 円 託児・300 円（定員 8 名）
場所・福祉センター2F 視聴覚室
持ち物・ﾊｻﾐ・新聞紙・袋（作品入）講師：渡邉真由美氏
初心者さんでも素敵にできますよ。

１月３１日（水）アロマテラピー基礎講座

10:00～12:00
対象・どなたでも 定員・8 名 参加費・1,000 円 託児・300 円
場所・福祉センター2F 社会適応訓練室
講師：AEAJ 認定ｱﾛﾏﾃﾗﾋﾟｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ田辺利恵子氏
アロマテラピーを始めてみたい、普段の生活に取り入れてみたいと思われている方へ、
アロマテラピーの基本をお伝えします。
ミニルームスプレー（30ｍｌ）も作ります。
申込方法：12 月１日（金）10 時～ ショートメールに参加者の名前（お子さんは月齢も）
妊婦さんはお知らせ下さい。希望の講座を記載して送信して下さい。
※記録のため写真撮影をいたします。NG の方はお申し出ください。
こどもｴｺｸﾗﾌﾞ飯能 J 090-7682-8294（お電話は 10 時～18 時）翌日返信なければお電話下さい。

ＪＯＹＪＯＹ表紙連載

今日は何の日？ 答えは・・・
音の日
発明家エジソンの「３大発明」の一つが蓄音機です。
１８７７（明治１０）年のこの日、エジソンは蓄音機による
録音と再生に成功したことから、日本オーディオ協会が１９９４
（平成６）年に記念日として制定しました。
エジソンは自ら「メリーさんの羊・・・」と吹き込み、再生した
そうです。
【何の日？ホームページから転載】

✿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田沼・浅野まで✿

SOMPO ケア
内容
日程
時間
住所
電話

ラヴィーレ飯能

歌や踊り、または俳句や手芸などを教え
てくださる方
毎日
14：00～15：00
南町２－７
９８３－４１６５

グループホーム メゾネットたんぽぽ
内容
日程
時間
住所
電話

将棋の相手（アマチュア 4 級）強い人
毎日
15：30～17：00
落合２９０－１
９８７－６９３４

デイサービスセンター
内容
日程
時間
住所
電話

特別養護老人ホーム
内容
日程
時間
住所
電話

内容
日程
時間
住所
電話

お話し相手
月～金曜日・日曜日
13：30～15：30
川寺７１－２
９７８－９６９５

内容
日程
時間
住所
電話

①年末に向けての大掃除の手伝い
②洗濯たたみ
③シーツはり（火曜日のみ）
※日程、時間は、ご都合の宜しい時をお知らせ
ください。
（電話にてご相談ください）
住所 狭山市狭山４７－２９
電話 04-2955-2941(担当:石崎・新井 )

埼玉県立名栗げんきプラザ
内容 幼児キャンプ～子どもは風の子！
冬の名栗でお泊り体験～の運営スタッフ。
子どもたちの生活サポートや一緒に活動
してもらいます。
日程 2 月 24 日（土）～25 日（日）
時間 24 日 10：00～25 日 15：00
住所 上名栗１２８９－２
電話 ９７９－１０１１

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

デイサービスセンター
内容
日程
時間
住所
電話

大樹の家
内容

レクのお手伝い、歌や踊り
毎日
ご相談ください
川寺１８９－８
９８３－０７０２

あったかホーム飯能

デイサービス ひまわりの家飯能
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
９８３－２６１０

小規模多機能型居宅介護「ベテラン館ましば」

サンタの森

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

吾野園

山手なの花館

利用者の話し相手、レクのお手伝い、
麻雀、囲碁、将棋の相手
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蘭風園
内容

レクリエーションの手伝い

日程
時間

毎週月～土曜日
10：00～11：00
13：30～15：00
永田５２７―２
９７５－１５５１

住所
電話

