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参加者募集中！
詳しくは７月に全戸配布されるチラシ、もしくは学
校や公共施設へ設置されるチラシをご覧ください！

今年も夏休み期間中に「彩の国ボランティア体験プログラム２０１９」を実施します。
この体験を通して、皆さんにボランティアを身近に感じ、ボランティア活動を始める
きっかとしていただきたいと思っています。
皆様のご参加をお待ちしています！
【申し込み方法】７月１２日（金）までに飯能市社会福祉協議会（飯能市総合福祉センター内）へ
チラシの参加申込書をご記入の上、窓口へ直接お申し込みください。
【事前説明会】７月２２日（月）１４：００～

【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。
７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！
７月 ２日（火）みん活サマーフェスタ～みんなで盆踊り～に向けての練習
７月 ９日（火）富士見保育所の子ども達が遊びに来ます。
７月１６日（火）「越中おわら節」の踊りの練習
※道具は会場にあります
☆上記３日程の会場は総合福祉センター２階 集会室（申し込み不要）
★１０:１０～１２:００
７月２３日（火）ひだまりカフェ「ひなた」でボランティア
持ち寄りサロンでは保育所・福祉施設・サークル等からの交流のお問い合わせもお待ちしております。
【お問い合わせ】代表

い し い ひ で こ

石井英子さん

TEL/FAX

９７２-０９１３

ファミリー・サポート・センターをご存知ですか？
ファミサポとは？

ファミリー・サポート・センター（通
称ファミサポ）とは、子育てのお手伝い
をしたい方（提供会員）が、してほしい
方（依頼会員）のお子さまをサポートす
る飯能市委託事業の有償ボランティア
活動です。

こんなことがお願いできます！
☆面接の間、子どもを預けたいのですが…
☆近くに頼れる人がいなくて…
会議の時、保育園までのお迎えお願いでき
ますか
☆上の子の授業参観日
その間、下の子を預かってください！
……など

ファミサポではお手伝いをしてくださる提供会員を募集しています♪
お預かりだけ、送迎だけ……できる範囲のお手伝いで大丈夫です！
ひとつひとつは小さいけれど喜びが返ってきます
出会い、笑い、感動ありの活動です
地域で助け合い、支え合い、子育てを応援しましょう！

【お問い合わせ】飯能市ファミリー・サポート・センター
〒３５７－００２５ 飯能市栄町１８－１６ 飯栄ビル２０３ TEL ９７１－１１６３/FAX ９７１-３２５３

夕涼み会

ボランティア募集！

【ボランティアの内容】車椅子の移動介助 職員と共に食事介助 会場設定 模擬店の手伝い 片付けの手伝い
※当日役割の割り振りをお伝えします。
【開催日】
８月１７日 （土）
【場所】
大樹の家
狭山市狭山 47-29（西武新宿線狭山市駅より徒歩２０分）
【時間】
集合 15：30
解散予定 19：30 予定
【当日の予定】 16：00～ 夕涼み会 開始
19：00
終了予定
※お時間が許す限りの参加でも構いません。
【持ち物】
三角巾 エプロン タオル
※当日は動きやすい服装、履きなれた靴でお越し下さい。又、熱中症対策もお願いいたします。
※夕食、飲み物はこちらでご用意いたします。
【募集締め切り】７月１９日（金）まで
【連絡先】 社会福祉法人 茶の花福祉会 大樹の家
〒350-1334 狭山市狭山４７番２９号
TEL 04-2955-2941
FAX 04-2955-2942
担当【地域交流委員】石崎さん・新井（紀）さん 【職員】小島さん

2019 年夏の飯能保養キャンプ

ボランティア募集！

原発事故後、のびのびと外あそびや水あそびがしにくくなった福島を中心とする地域から、未
就学児とその保護者を飯能市に招いて４泊５日のキャンプが実施されます。
【ボランティアの内容】キャンプ期間中の活動（朝食づくり、昼食づくり、送迎車の運転、子供たちの遊び相手）
【開催日】
A 日程：８月２日（金）～８月６日（火）
B 日程：８月９日（金）～８月１３日（火）
※原則日帰り、１日のみでも可
【場所・集合】
飯能市中藤中郷の個人山荘（ボランティアに来てくださる方にお伝えします。）
【時間】
７：００～２０：００の間の可能な時間
【その他】
☆ボランティア保険に加入してください。（大学生以下は団体が負担します。）
☆７月２７日（土）１３：００～ 練馬区内で実施されるボランティア説明会
に可能であればご参加ください。詳細を知りたい場合や、参加できないとき
は資料が送られますので下記連絡先までお問い合わせください。
【連絡先】 NPO 法人 福島こども保養プロジェクト＠練馬
【持ち物】
三角巾 エプロン 6-36-4-301
タオル
〒178-0063
東京都練馬区東大泉
※当日は動きやすい服装、履きなれた靴でお越し下さい。又、熱中症対策もお願いいたします。
TEL 090-7637-8396（大城さん）
080-6635-0225（中川さん） /FAX 03-3924-9181
※夕食、飲み物はこちらでご用意いたしますので、アレルギーの有無をお申し込みの際お知らせください。
Email hoyounerima@gmail.com（問い合わせ用）/ hoyonerima2019@gmail.com（申し込み用）
【募集締め切り】７月１９日（金）まで

ＪＯＹＪＯＹ表紙連載

今日は何の日？ 答えは・・・

日本かき氷協会が制定しました。
夏氷（かき氷のこと）の日とも呼ばれています。
「な（７）つ（２）ご（５）おり」の語呂合わせに加え、
１９３３（昭和８）年のこの日、フェーン現象によって、山
形市で日本最高気温の４０．８度が記録されたことにちなん
でいます。
【今日は何の日？ホームページから転載】

かき氷の日

✿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谷口まで

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 月～日曜日 ※木曜以外
時間 １４：００～１５：００
住所 飯能市南町２-７
電話 ９８３-４１６５
デイサービス山手なの花館
内容 ご利用者の話し相手
歌や楽器演奏等
日程 毎週 月～土曜日 ※日曜以外
時間 １３：００～１５：００
住所 飯能市山手町２３-８
電話 ９７3-０３０３
飯能ケアセンターそよ風
内容 ハーモニカ出来る方
（そよ風喫茶で一緒に演奏してくださる方）
園芸、お話してくださる方
日程 毎日
時間 １４：００～１５：００
住所 飯能市笠縫３５８
電話 ９７２-８７１０
愛の家グループホーム飯能川寺
認知症の方が９名で共同生活をしている
施設です。
内容 入居者様の将棋の相手
日程 毎日
時間 １０：００～１１：００
１４：３０～１５：３０
住所 飯能市川寺１２－１
電話 ９８３-００８０

高校生向け

福祉の仕事

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

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、洗濯たたみ
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
埼玉県立名栗げんきプラザ
小学４～６年生対象の
“自由研究キャンプ～身近に感じる宇宙の不思議～”
の運営スタッフ
（子どもたちの生活・活動サポート）
８月５日（月）～８月７日（水）
５日１０：００～７日１６：００
飯能市上名栗１２８９-２
９７９-１０１１
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

魅力発見バスツアーのお知らせ

進路選択に役立つ実際の仕事現場を見学するツアーです。
ぜひ、福祉や保育の仕事を間近に見て、仕事のやりがいや魅力を発見してください！
詳細は問い合わせ先にご連絡ください。
【日時】①狭山周辺コース（杏ほいくえん→杏樹苑爽風館→中新田自立スクエア） ７月２３日（火）
②戸田周辺コース（戸田公園駅前さくら草保育園→川口太陽の家→春輝苑） ８月２０日（火）
【対象】高校生・保護者、高校の教員
【申し込み期限】①７月１６日（火） ②８月１３日（火） ※定員１０名、先着順
【申し込み・問い合わせ先】社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会 福祉人材センター
TEL 048-833-8033
FAX 048-833-8062
HP https://jinzai.fukushi-saitama.or.jp/ Email jinzaicenter@fukushi-saitama.or.jp

