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・持ち寄りサロンのお誘い
・名栗げんきプラザより幼児キャンプ～みんなで一緒に
ドキドキお泊り体験～運営スタッフボランティア募集
・一時保育ボランティアほっと♥ほっとの紹介
・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 真弓

絵・描き文字/岸本

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。
6 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：6 月 5 日 （ 月 ）

お出かけサロン
路線バスに乗って名栗方面 終点（湯の沢）に行こう！！
雨天中止

6 月 6 日（火）

詳しくは石井まで

盆おどり曲の練習

６月１３日（火） 盆おどり曲の練習
６月２０日（火）

みんな、おいでヨ！！盆おどり大会

時

間：いずれも１０時～１２時

場

所：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

名栗げんきプラザよりキャンプ運営スタッフボランティア募集

名栗げんきプラザでは幼児キャンプ～みんなで一緒にドキドキお泊り体験～で、子どもたちと一
緒に活動をしていただく、
「カウンセラー」とキャンプの裏方をお願いする「マネジメントスタッフ」
の両方を募集しております。
このキャンプのねらいは宿泊活動を通して、幼児の自主性と自立心を高めることです。
対象は４～６歳（年中～年長）で、３０人の参加です。
【日

時】６月２４日（土）
・２５日（日）※１泊２日です
24 日（土）10：00 現地集合
25 日（日）16：00 現地解散

【場

所】名栗げんきプラザ 飯能市上名栗 1289-2

【アクセス】★電車を利用する場合★
西武秩父線正丸駅下車
入所コース（大蔵山、正丸峠）を経て４Ｋｍ（徒歩：約１時間３０分）
★車を利用する場合★
国道２９９号、正丸トンネル秩父側の信号を名栗、青梅方面へ曲がって約 4Ｋｍ
または県道５３号線、飯能名栗方面から山伏峠を越えて約５分

【お申し込み・お問い合わせ】名栗元気プラザ 担当：木村さん 042-979-1011

一時保育ボランティア

の紹介

子育中のお母さん、お父さんが子供から離れ
ほっと一息する時間を持てるようにと、
毎月第２、第３金曜日の１０時から２時間、
１歳から未就園児をお預かりする一時保育
ボランティアをしています。
ただ今の活動メンバーは８人です。
毎回、お子様達のパワーに圧倒されながら、
楽しい時間を過ごしておりますが、お申込み
多数でお断りしている状況です。
子育ての経験を活かして、一緒に活動して
いただける方を募集しています。

ご興味の ある 方 は
ボランティア セ ン
ターまでお声 か け
ください！

ボランティアの皆さん

ＪＯＹＪＯＹ表紙連載

今日は何の日？ 答えは・・・
１９３８（昭和１３）年のこの日、アメリカの DC コミックス社
がコミック「ACTION COMICS」を創刊しました。
その中で爆発的な人気を得たのがスーパーマン。
アメリカン・コミックスを代表するスーパーヒーローの誕生
です。
以後、バットマンやスパイダーマンなどが続々と登場します。
【何の日？ホームページから転載】

スーパーマンの日

✿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、楽器演奏や俳句や手芸を教えて
くださる方
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.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「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

「JOYJOY」はこちらで入手できます!!

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

デイサービスセンター太行路
内容
日程
時間
住所
電話

談話、将棋、囲碁、縫い物、木工細工等
毎週 月～土曜日
10：00～16：00
下名栗 460 番地
９７９－００１１

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
時間
住所
電話

シーツ交換
毎週 火曜日
洗濯たたみ
毎週 月～金曜日
10：00～12：00
狭山市狭山４７－２９
04-2955-2941

●総合福祉センター ●市役所案内所 ●地域活動

支援課 ●市内小学校 ●市内中学校 ●各地区行政センター ●福祉センター（原市場、南高麗）●市立
図書館●市立こども図書館 ●郷土館 ●市民会館 ●市民体育館 ●あけぼの子どもの森公園 ●飯能駅
サービスコーナー ●さわらびの湯 ●名栗診療所 ●ちびっこランド ●名栗事務所 ●美杉台児童館
●リサイクルハウス●銀河堂 ●丸広 ●くすの樹カントリー倶楽部 ●JA いるま野 市内各支店 等
ご協力ありがとうございます！

