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・持ち寄りサロンへのお誘い
・備えよう！災害ボランティアセンター運営訓練
・JOYJOY表紙連載 今日は何の日？ 答えは・・・
・所沢特別支援学校からのお知らせ
・「平成２９年度社会福祉大会」を開催します
・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
・Facebookへの投稿募集

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。
1 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：１月 ９日（火）
１０：１０～１１：２０
「２０１７ はんのう市ノーマイカーデー」にチャレンジしてみて
体験者（５人）のお話
１１：２０～１３：２0
マロウドでランチしながら今年のスケジュールについて話し合い
１月１６日（火）
１０：１０～１１：５０
・市民フォーラム「『在宅医療』知っていますか？家で最後まで療養したい人に」
受講者の報告
・唄おう！！「春風さん」「飯能物語」他

会

場：いずれも総合福祉センター２階

集会室（申し込み不要）

いしいひでこ

問合せ：代表 石井英子さん TEL/FAX

９７２－０９１３

備えよう！災害ボランティアセンター運営訓練
日

時…1 月 21 日（日）

午前 10 時～午後 4 時 30 分

会

場…総合福祉センター

対

象…市内在住・在勤・在学の方

内

容…飯能市で起こり得る災害についてや、災害ボランティアセンター
について学び、その後実際にセンターの運営訓練を行ないます。

費

用…無料

申込み…1 月 19 日（金）までに（午前 9 時～午後 5 時）電話・FAX で①氏名・年齢②住所③連絡先
をお知らせください（1 月 7 日、祝祭日を除く）
。
申込先…飯能市ボランティアセンター（社会福祉協議会内）表紙問合せ

ＪＯＹＪＯＹ表紙連載

今日は何の日？ 答えは・・・
１８３３（明治１６）年のこの日、伊勢新聞と三重日報に、新聞紙上
初めての求婚広告が掲載されました。
世界初は１６９５年７月１９日で、イギリスの新聞に
「当方、年齢３０歳、資産家、３０００ポンド程度の財産を有する
若き淑女を伴侶として求む」と掲載されました。
【何の日？ホームページから転載】

求婚の日

所沢特別支援学校からのお知らせ

このコンサートは、障がいのある人もない
人も、ともに生の音楽に触れ、楽しむことの
できる場を提供するコンサートです。

１月 21 日（日）
午後１時開場
午後１時３０分開演～
午後４：００
定員３００人 どなたでも

無料

問合せ
はっぴぃすまいるコンサート実行委員会

入間市
産業文化センター

所沢特別支援学校 田中
ＴＥＬ ０４－2９94－8733

和太鼓
リコーダー
バンド演奏 など

「平成２９年度飯能市社会福祉大会」を開催します
日

時 平成３０年２月１７日（土）午後１時から

場

所 飯能市総合福祉センター３階 大会議室

内

容 第１部 飯能市社会福祉大会

１２時半開場

13：00～14：00

市内の社会福祉に貢献された方々を表彰します。
第２部 共生社会～はんのうふくしの森プランから考える～14：00～16：00
地域共生社会の実現に向け、.第３次はんのうふくしの森プラン及び
飯能市の各計画（高齢・障害・児童）に携わる方々によるフォーラム
ディスカッションを行い、横断的なネットワークの構築について考えます。
ご来場お待ちしております。

参加費無料
未就学児を対象に保育を実施します

※事前にご連絡ください

当日は手話通訳がつきます
市役所駐車場をご利用ください
お問い合わせは飯能市社会福祉協議会まで（表紙問合わせ）

✿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

特別養護老人ホーム
内容
日程
時間
住所
電話

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

デイサービスセンター
内容
日程
時間
住所
電話

デイサービスセンター蘭風園
内容

利用者の話し相手、レクの手伝い

日程
時間

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

住所
電話

あったかホーム飯能
内容
日程
時間
住所
電話

歌や踊り
毎日
14:００～15：00
川寺１８９－８
９８３－０７０２

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

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

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

サンタの森

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

吾野園

内容
日程
時間
住所
電話

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

への投稿記事を募集してます！
飯能市ボランティアセンターでは、
“ボランティアに来てほしい”や“皆さんにお知らせしたい”
など施設からの記事を募集しています。例えば、レクのお手伝いや、どなたでも参加できる催しものの
お知らせ等 Facebook で発信してみませんか！ご連絡は飯能市ボランティアセンターまで

「JOYJOY」はこちらで入手できます!!

●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 ●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！

