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・持ち寄りサロンへのお誘い
・１００年人生を楽しむ３０のストーリー
・JOYJOY表紙連載 今日は何の日？ 答えは・・・
・「平成３０年度共学支援プログラム」参加者募集
・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。
4 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：４月 ３日（火） 美杉台方面にお花見（予定）
詳しくは
石井まで
４月１０日（火） 子ノ権現大祭に「子の山山唄」の踊り奉納
4 月１７日（火） 銭太鼓の練習（銭太鼓は会場にあります）
時間

１０：１０～１２：００

会場

総合福祉センター２階

問合せ：代表

い し い ひ で こ

石井英子さん

TEL/FAX

集会室（申し込み不要）

９７２－０９１３

１００年人生を楽しむ３０のストーリー
シニアの地域デビュー啓発冊子「１００年人生を楽しむ
30 のストーリー」をボランティアスペースの資料コーナー
に設置しました。
こちらの冊子は、地域デビュー楽しみ隊の林家たい平
隊長が特別寄稿した他、県民の隊員２９名全員が登場し
ます。
インタビューや座談会形式で「１００年人生を楽しむ」
をテーマに隊員ひとり一人が充実した楽しい人生を歩んで
いる様子を描いています。
定年退職を迎え、何かを始めたい、地域の方々と関わり
たいシニアなどに、ぜひ読んでいただきたい内容です。

ＪＯＹＪＯＹ表紙連載

今日は何の日？ 答えは・・・
図書館開設記念日
１８７２（明治５）年のこの日、官立公共図書館
「書籍館」が東京・湯島に設立されました。
日本で初めての近代図書館であったことから、
この日が記念日とされています。
その後、同館は議会図書館と合併し、現在は
国立国会図書館となっています。
【何の日？ホームページから転載】

障害がある人もない人も地域で一緒に学び、育ちあう

『平成３０年度共学支援プログラム』参加者募集！！
知的障害のある学校の子どもたちと触れあい、楽しみながら
学び、私たちにできることを一緒に見つけていきませんか？
子どもたちを地域で見守って下さる方を募集中です！！
共学ボランティア養成講座では、狭山特別支援学校の子どもたちとの
交流・授業体験などを行います。各回には、平成 17 年度～29 年度の
講座修了者が一緒に参加します。知的障害のある子どもたちとの出会い
・学びから、私たちができることを一緒に考えていきませんか？

共学支援ボランティア養成講座を開催します！
★対象者

障害をもつ子どもを理解し、受講後、学校や地域でボランティア活動に
参加できる方
★定 員 １０名
★会 場 狭山特別支援学校
★申込先 ５月１0 日（木）までに社協窓口へ
★日 程★
日時
場所
内容（予定）
５月１６日（水）
オリエンテーション、特別支援学校概要説
狭山特別
第１回目 １４：００～
明
支援学校
１７：００
駐車場→志村駐車場
6 月２日（土）
運動会見学 （時間内で自由見学）
狭山特別
第２回目 ９：４５～
予備日 ６月７日(木)
支援学校
１４：００
駐車場→志村駐車場
６月６日(水)
授業体験（支援学校の授業を子どもたちと
狭山特別
第３回目 ８：４５～
一緒に体験しよう）☆昼食をご持参くださ
支援学校
１5：３０
い 駐車場→志村駐車場
６月１２日(火)
授業体験（支援学校の授業を子どもたちと
狭山特別
第４回目 ８：４５～
一緒に体験しよう）☆昼食をご持参くださ
支援学校
１６：００
い 駐車場→志村駐車場
7 月６日(金)
ふりかえり・座談会・ボランティアバンクへ
第 5 回目
狭山特別
15：３０～
の登録
支援学校
１７：００
駐車場→本校駐車場

共催：埼玉県立狭山特別支援学校・埼玉県立狭山特別支援学校 PTA・狭山市社会福祉協
議会・入間市社会福祉協議会・日高市社会福祉協議会・飯能市社会福祉協議会

✿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

デイサービスセンター
内容
日程
時間
住所
電話

山手なの花館

話し相手、レクのお手伝い、麻
雀、囲碁、将棋の相手等
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

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

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
毎週 月～土曜日
14：00～15：00
飯能３９８－１
９７１－２４６６

あったかホーム飯能

内容
日程
時間
住所
電話

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

飯能市立図書館友の会
内容
日程

読み聞かせ、図書館業務サポート
都合の良い曜日、時間に活動してい
ます。
場所 飯能市立図書館
住所 飯能市山手町 19 番 5 号
電話 042-972-2114
図書館開館日
9：30～18：00
担当 子安
その他 ボランティア説明会を開きます。
日程 4 月 28 日（土）
時間 10：00～12：00
場所 図書館 2F 多目的ホール
※活動の様子、内容がよく分かります。
顔合わせもできます。

吾野園

大樹の家
内容

福祉ふれあい祭りでの利用者の誘導、
簡単な食事介助
日程 ５月１２日（土）
時間 ９：０0～1６：00
会場 彩の森入間公園
【問合せ】
担当 大樹の家 国井、佐藤
住所 狭山市狭山 47-29
電話 04-2955-2941

平成３０年度ボランティア活動保険！

新年度が始まりましたが、ボランティアセンターへ
の登録はお済ですか？
ボランティア活動保険の加入手続きはお済ですか？
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。

