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平成３０年度

飯能市社会福祉大会

参加費無料
申込不要

「高福祉国家 フィンランドを見てきました！」
日時
平成３１年 2 月２３日（土）
開場
１２:３０
開会
１３:００ 閉会 １６:００
会場
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
ゲスト 尾中 友哉 氏
【答えは４ページにあります！】
絵・描き文字/岸本 真弓
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。

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。
2 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！
2月

5 日（火）

2 月１２日（火）

富士見保育所の子ども達があそびに
来ます♪

2 月１９日（火）
「子の山山唄」唄とおどりの練習
2 月２１日（木）パーランクの練習（沖縄の小太鼓）
★１０:１０～１２:００
☆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
い し い ひ で こ

集会室（申し込み不要）

【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♪

森林ボランティアグループ・飯能（かろりん会）
森林グループ・飯能（かろりん会）は２００４年１０月に結成され、郷土の自然環境
改善のため、主に荒廃した森林の下刈り、除伐、間伐などを行い、緑豊かな自然を取り
戻すための活動をしているボランティアグループです。
活動しているメンバーは山(自然)が大好きな３０歳代～７０歳代までの幅広い年齢
層となっています。
愛称である「かろりん会」の名前の由来は活動を始めた飯能市南高麗･苅生(かろう)
の林にちなんで名付けています。
活動は各人の希望や技術、体力にあわせ、参加の仕方は自由です！基本は毎月第 1、
第 3 土曜日の 9:00～15:00 です。その他、年間行事も予定されます。
環境保護をめざして、取組み実
行できる人を募集していま
す！！機械類は使わない、鋸(の
こ)や鉈(なた)での作業希望の方
ももちろん歓迎します♪
問い合わせは飯能市ボランティ
アセンターまで
042-973-0022

災害ボランティアセンター運営訓練を行いました！！
災害ボランティアセンター運営訓練～災
害ボランティアセンターを知ろう！！～を
１月２０日（日）に開催したところ、５０
名の方にご参加いただきました。
埼玉県社会福祉協議会山野邊氏から『災
害ボランティアセンターの必要性』につい
ての講演を頂き、社協が災害ボランティア
センターを立ち上げる意味や埼玉県内での
災害ボランティアセンターの立ち上げ事例
等を学びました。
また、今回は災害対応ゲーム「クロスロ
ード」を利用してグループワークを実施し
ました。大災害が起こったことを想定して、
自分だったらどうように決断するのか…。
答えに正解はありませんが、グループ内
での意見交換は大変盛り上がり、
「一つの課
題ででも色々な意見があることがわかりま
した」
「学生の参加は大変良かった」と、感
想もいただきました。

今回運営訓練は顔のみえる関係づくりを
一つの目的としており、地域住民・災害ボ
ランティア経験者・学生・社協職員がカー
ドゲームを通して交流できたことで、有意
義な時間を過ごすことができたと感じてい
ます。
災害ボランティアセンターやカードゲー
ムについては飯能市ボランティアセンター
までお問い合わせ下さい。

ＪＯＹＪＯＹ表紙連載

今日は何の日？ 答えは・・・
「ニャン（２）ニャン（２）ニャン（２）」という
猫の鳴き声の語呂合わせということで、猫の日制定委
員会が１９８７（昭和６２）年に制定しました。
この日に決まったのはペットフード工業会が全国の
愛猫家から公募した結果です。
【今日は何の日？ホームページから転載】

猫の日

✿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

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

内容
日程
時間
住所
電話

内容
日程
時間
住所
電話

飯能ケアセンターそよ風
月１回のカフェ（歌声喫茶）で演奏し
て下さる方
毎月１回 日曜以外でならいつでも
１４:００～１５:００
飯能市笠縫 358
９７２-８７１０

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
釣りやレクの手伝い等
毎週 月～土曜日 ※日曜以外
１２:３０～１５:0０
飯能市山手町 23-8
９７3-０３０３

平成３１年度ボランティアセンター登録・ボランティア活動保険
更新のお知らせ！
1.ボランティアセンターへの登録
◇登録カードを提出することでボランテ
ィアセンターに登録されます。
◇情報誌などボランティアセンターから
情報を提供します。
◇登録することでボランティア活動保険
に加入することができます。

2.ボランティア活動保険への加入
◇活動するにあたっては保険に加入する
ことをお勧めします。
◇活動中に起きた傷害、賠償事故に対応し
ます。
◇申込書に必要事項を記入し、保険料とと

手
続
き
完
了
！

もにボランティアセンター窓口にお持
ちください。

4 月 1 日からの活動を補償するために 3 月３１日までに手続きをお願いします！！

ボランティアグループの方は…
ボランティア登録の際、下記の項目が記入された会員名簿を必ず添えて提出してください。
記入項目 １、名前 ２、住所 ３、電話番号 ４、各会員の活動年数 ５、年齢層

また、登録カードを基にグループ一覧を作成します。会員数・設立時期・目的・活動内
容・活動日・活動場所など記入漏れがないようにお願いします。

