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ボランティア活動をするにあたっての注意点
これから厳しい暑さが続き、８月は特に熱中症発症の危険性が高まります。
熱中症を予防するためには、こまめに水分や塩分を補給すること、無理をせず活動の
合間に十分な休憩をとることが重要です。また、ボランティア活動前の体調管理にも十
分に注意し、体調がすぐれないときには、野外での活動を控えましょう。
また、ボランティア活動保険には、基本タイプと天災タイプがあります。天災タイプ
は、地震・噴火または津波によるボランティア自身のけがも補償されます。ボランティ
アをする際は事前にボランティア活動保険に加入しましょう。

【令和元年度掛金】
基本タイプ

A

天災タイプ※

天災 A

【答えは４ページにあります！】

350 円

B

510 円

500 円 天災 B

710 円

※天災タイプ＝基本タイプ＋地震・噴火・津波

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 ✿
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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。
８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！
８月 ６日（火）
「郵便局のみまもりサービス」についてパンフレットをみながら学習会
☆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
８月２０日（火）出前講座 ・どうする、どうなる 免許返納
・総合福祉センターの送迎バスはどう利用すればいいの？
☆会場は総合福祉センター２階 視聴覚室
★１３：３０～１５：００
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

夏のボランティア体験
いよいよ始まります！
市内の小中学校も夏休みに入り、“彩の国ボランティア体験プログラム”が 7 月２３
日（火）～8 月３１日（土）の期間で始まります。
今年は８０名の参加者が市内の施設やイベント会場でボランティア体験に取り組ま
れます。
また、小学生対象の体験メニュー（フラダンス・手話体験・朗読体験）にもたくさん
の小学生と保護者の方が参加されます。
7 月２２日（月）には参加者を対象とした事前説明会が行われました。ボランティア
の心得などを学び、いよいよボランティア体験のスタートです。この体験を通して、参
加された皆さんにはボランティアを身近に感じてもらい、ボランティア活動を始めるき
っかけとしていただきたいと思っています。
また、今年度もボランティア交流会を開催します。
飯能市にはどんなボランティアがあるのか、どんな活動をしているのかなど、ボラン
ティアに関することを知ることができるイベントです。
この体験をとおしてボランティアに興味を持たれたら、是非ご参加ください！
【日時】１０月５日（土）１３時～１６時
【会場】総合福祉センター３階 大会議室
※詳細は改めてお知らせいたします。

大樹鍋

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

【開催日】
【場所】
【時間】
【当日の予定】
【持ち物】

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。
１１月２日（土）
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）
集合 ９：００
解散予定 1７：０0 予定
大樹の家 玄関前にて受付
1０：00～ 大樹鍋 開始
1６：00
終了予定
※お時間が許す限りの参加でも大歓迎です。
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。
※昼食、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
込みの際にお知らせください。
※当日は駐車場に制限があるため出来る限り乗り合わせでお願いします。また、
申し込みの際に車が合計何台になるのかお知らせください。
【募集締め切り】９月１９日（木）まで
※申し込みの際、当日車が合計何台になるかお知らせください。
【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
※電話での申し込みの場合「大樹鍋 ボランティアの件」とお伝えください。
担当【地域交流委員】桶田さん・坂下さん 【職員】小泉さん

あしかり場秋まつり

ボランティア募集！

社会福祉法人名栗園が運営する老人ホーム「あしかり園」で開催されるイベントのボランテ
ィアを募集中です！
【日程】
９月２９日（日）
【時間】
１１：００～１６：００
【場所】
あしかり園 飯能市芦苅場 805
【集合】

現地集合
または飯能駅に１０：３０集合（要予約）
【募集人数】先着５名様
【連絡先】介護老人福祉施設 あしかり園
TEL 972-7777
FAX 971-0779

ＪＯＹＪＯＹ表紙連載

担当

今日は何の日？ 答えは・・・

「や（８）さ（３）い（１）」の語呂合わせから、全国
青果物商業協同組合連合会をはじめ９団体の関係組合
が、１９８３（昭和５８）年に制定した記念日です。
栄養たっぷりな野菜を再認識してもらうとともに、野
菜の PR を目的にしています。
【今日は何の日？ホームページから転載】

阿部さん

野菜の日

✿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
デイサービスセンター 山手なの花館
内容 話し相手、レクの手伝い等
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
大樹の家
内容 ①シーツ交換のお手伝い
日程
時間
住所
電話
内容
日程
時間
住所
電話

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
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

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
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 入居者様の将棋のお相手
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
内容
日程
時間
住所
電話

飯能リハビリ館
歌、楽器演奏、手芸を教えてくださる方
毎週 月～土曜日 ※日曜以外
１３：３０～１４：３０
飯能市下畑２９６
９７４-６０００

大和証券福祉財団
令和元年度ボランティア活動助成のお知らせ
高齢者・障害児者・子ども等への支援活動、
並びに大規模自然災害による被災者への支援
活動に対する助成事業です。詳細は大和証券福
祉財団ホームページをご確認ください。
http://www.daiwa-grp.jp/dsf/index.html

ヤングボランティア交流会のお知らせ
ボランティア活動や交流を通して学校を超えた仲間をつくる、高校生による高校生のための交流会です。
【日時】１１月１４日（木）県民の日 １１：００～１６：００
【対象】ボランティア活動をしている、関心がある埼玉県内の高校生
【会場】さいたま共済会館 第１・２ホール（浦和駅西口 徒歩１０分）
【ボランティア活動】赤い羽根共同募金活動を行います。是非ご参加ください。（参加自由）
①１０月５日（土）または６日（日） 埼玉スタジアム 2002
②１０月１２日（土） NACK5 スタジアム大宮
③１０月１９日（土） 熊谷スポーツ文化公園 陸上競技場
【申し込み期限】９月１８日（水）
【問い合わせ・申込先】埼玉県ボランティア・市民活動センター（社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会）
TEL 048-822-1435
FAX 048-822-3078
Mail vc@fukushi-saitama.or.jp
HP http://www.fukushi-saitama.or.jp/site/

