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災害ボランティアセンターを知ろう！参加者募集中！！
最近よく聞く“災害ボランティアセンター”ってなんだろう？
カードゲームを用いて災害対応のポイントを学びます！
日

時

平成３１年１月２０日（日）
１３:００～１６：００
会
場
総合福祉センター
３階 大会議室
対
象
市内在住・在勤・在学の方
費
用
無料
申込方法
平成３１年 1 月１８日（金）までに
【答えは４ページにあります！】
絵・描き文字/岸本 真弓
①氏名②年齢③住所④電話番号を書き問合せ先までお知らせくださ
い。
問い合わせ 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）
TEL 042-973-0022 FAX 042-973-8941
MAIL seikatsu@hannosyakyo.or.jp

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！
１月 ８日（火）
1 月１５日（火）

１０：１０～１２：００

1 月１７日（木）あれこれ踊って♪
1 月 22 日（火）銭太鼓にチャレンジ
☆踊りの用具は会場にあります♪
★上記の会場は総合福祉センター２階

集会室（申し込み不要）

い し い ひ で こ

【お問い合わせ】代表 石井英子さん TEL/FAX
１2 月 11 日（火）お出かけサロンイン休暇村
詳しくは代表石井さんまでお問い合わせください♪

972-0913

ボランティア紹介♪

なし だ

がくだん

マイク梨田と楽団ひとり
みない

（本名
なし だ

いさむ

薬袋

勇）

がくだん

『マイク梨田と楽団ひとり』のユーモアあふれる芸名で活躍されている、歌と楽器演奏
のボランティアさんです。
楽器演奏といっても、アルトサックス・フルート・キーボード・ウクレレ・オカリナ・
ハーモニカ・クラリネット・各種ギター等たくさんの楽器をお一人で巧に演奏して、歌声
とともに観ている方を魅了します。
介護施設や病院を中心に年間１３５回以上の活動をされています！
季節に合わせた曲や懐かしい
曲など、楽器の生演奏にうっと
り聞き入りながらも、つい、み
んなで口ずさみたくなる曲に心
も温まります♪
行事やお楽しみ会などで『マ
イク梨田と楽団ひとり』さんの
演奏を聴いてみてはいかがです
か？
ボランティアの依頼は、飯能市
ボランティアセンターまで♪
973-0022

平成３０年度
主催

飯能市社会福祉大会

飯能市社会福祉協議会

後援

飯能市・飯能市教育委員会

高福祉国家
フィンランドを見てきました！

２０１９年 2 月２３日（土）
開場
１２：３０
開会
１３：０0 閉会 １６：００
飯能市総合福祉センター（3 階・大会議室）
第１部

１３：００～１４：００飯能市社会福祉大会

第２部 １４：００～１６：００
ふくし先進国フィンランドに学ぶ“ふくし”のヒント
福祉先進国であるフィンランドを代表とした北欧型福
祉制度に強い関心が集まっている。ゲストのフィンラ
ンドにおける福祉制度の視察報告を通じ、飯能市にお
ける“ふくし”のヒントを考える。

ゲスト

尾中

友哉

氏

平成３０年度地域課題対応人
材育成事業「地域コアリーダープ
ログラム」フィンランド派遣団青
年参加メンバー。株式会社および
NPO 法人「Silent Voice」代表。
聴覚障害者の両親を持つ耳の聞
こえる子どもとして手話を第一
言語に育つ。

参加費無料 申込不要
・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
社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会
042-973-0022

ＪＯＹＪＯＹ表紙連載

今日は何の日？ 答えは・・・
「１（いい）２３（ふみ）」（いい文・E 文）の語呂
合わせということで、電子メッセージング協議（JEMA）
が１９９４（平成６）年に制定しました。
また、毎月２３日はふみの日ですが、こちらは１９７
９（昭和５４）年７月２３日に総務省が制定した記念日
です。
【今日は何の日？ホームページから転載】

電子メールの日

✿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・千野まで

内容
日程
時間
住所
電話

SOMPO ケアラヴィーレ飯能
歌や楽器の演奏等、手芸や俳句
を教えてくださる方
毎週 火～日曜日 ※月曜以外
14：00～15：00
飯能市南町 2-7
９８３-４１６５

デイサービスセンター サンタの森
内容 歌や踊り、楽器演奏等
日程 毎週 月～土曜日 ※日曜以外
時間 14：00～15：00
住所 飯能市飯能 398-1
電話 ９７１-２４６６

内容

日程
時間
住所
電話

大樹の家
①シーツ交換のお手伝い
②外出の手伝い、食事の手伝い
洗濯物たたみのお手伝い
①毎週火曜日（シーツ交換のみ）
②毎日
10：00～
都合の良い時間でお願いします。
狭山市狭山 47-29
０４-２９５５-２９４１

内容
日程
時間
住所
電話

内容
日程
時間
住所
電話
内容
日程
時間
住所
電話

あったかホーム飯能
お話し相手
毎日
10：00～17：00
飯能市双柳 547-2
９７１-５５３１
特別養護老人ホーム 吾野園
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
飯能市南川 2091
９７８-２６１０
デイサービス山手なの花館
ご利用者の話し相手
レク（釣り）の手伝い
毎週 月～金曜日 ※土日以外
12：30～15：30
飯能市山手町 23-8
９７3-０３０３

飯能市社会福祉協議会がフードドライブの窓口となっています！！
フードバンクとは、企業やご家庭で余っている食品を引き取って、食べ物に困ってい
る方やこども食堂へ無償で提供する活動です。
現在、飯能市社会福祉協議会ではフードドライブという引き取り窓口となって NPO
法人フードバンク西埼玉の活動を支援しています。
また、フードバンク募金も受け付けています。フードバンク募金は食料の購入や食料
の配送料等に活用されます。
≪食料受け入れ条件≫
①賞味期限に 1 ヶ月以上の余裕がある
②未開封であること
③個包装などで中身が外気に触れていないこと
※お米などはこの限りではありません。
④常温保存が可能な物
お問い合わせは飯能市社会福祉協議会まで TEL973-0022

