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夏のボランティア体験終了しました！
ボランティア活動の「体験」の機会を提供し、県民のみなさまがボ
ランティア活動への興味・関心を深め、様々な人との出会いや活動を
通じて社会の一員としての意識を育み、地域で共に支え合う“福祉の
まちづくり”につながる福祉意識の醸成とボランティア活動の普及を
目的として、７月２３日（火）～８月３１日（土）に「彩の国ボラン
ティア体験プログラム２０１９」を実施しました。
今年の参加者は７７名、ご協力いただいた団体は３３団体。小学１
年生から７０代の方まで多くの方に参加していただきました。詳細は、
中面で紹介しています。ぜひご覧ください。
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✿ 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

７月２２日（月） 説明会
中学生以上の参加者を対象に事前説明会を実施しました。説明会では
「ボランティアはじめて講座」と題し、①ボランティア活動とは②活動
上の注意事項③ボランティア体験談（飯能市ボランティアセンター運営
委員会委員長野村五郎氏）などの話を聞いたのち、参加する団体別に改
めて活動するうえでの心構えなどの説明を聞きました。説明会の内容を
少しだけ紹介します。
✿ボランティア活動とは？
広辞苑を開くと、“volunteer（義勇兵の意）志
願者。奉仕者。みずからすすんで社会事業などに
無償で参加する人”とあります。つまり、自分か
らすすんで、自分の考えで、自分の身近な社会活
動に取り組んでいくことを指します。

✿ボランティア活動の種類
ボランティア活動は多分野（医
療・福祉、国際協力、環境保護、
まちづくり、教育、芸術・文化、
スポーツ、災害支援）にわたりま
す。他にも様々な活動があります。

小学生対象プログラム
小学生対象のボランティアは、①フラダンス ②手
話 ③朗読 の３つのプログラムでした。
フラダンスは、フラダンスを行っている団体の方か
ら指導を受け、一生懸命練習し、高齢者施設で発表し
ました。手話体験は、２日間にわたり、聴覚障害のあ
る方と手話サークルのみなさんから、コミュニケー
ションに必要な指文字やあいさつ、自己紹介の方法を
学びました。朗読体験は、朗読サークルのみなさんに
ご協力いただき、練習を行ってから、朗読の吹込み体
験をしたり、高齢者施設で紙芝居の朗読をしたりしま
した。
各体験ともに、熱心に体験活動に参加し、参加した
小学生からは、「たのしかった」「また来年も参加し
たい」などの声が聞かれました。

ボランティア
活動とは？

✿ボランティア ４つの原則
①自主性・自発性
②社会性・連帯性
③非営利性・無給性
④先駆性・創造性

✿ボランティア ５つの心得
★無理をせず、自分のペースで活動しよう
★相手の立場を考えて行動しよう
★約束、決まりごと、プライバシーは守ろう
★困ったらすぐに遠慮しないで相談しよう
★責任をもって真剣に！

中学生以上対象プログラム
中学生以上対象のボランティアは、全２２プ
ログラム。子ども・障害のある方・高齢者・ま
ちづくり・国際関係・災害に関するボランティ
アなど内容はさまざま・・・子どもに関する活
動は、保育所や放課後児童クラブなど、障害の
ある方に関する活動は、夏まつりのお手伝いや
お仕事のお手伝いなど、高齢者に関する活動は、
認知症カフェのお手伝いやレクリエーションの
サポートや交流など、まちづくりに関する活動
は、図書館で書架整理など・・・各参加者のみ
なさんは希望された活動に参加され、中には昨
年に引き続き参加されたり、数種類のプログラ
ムに参加されたりした方もおり、みなさん積極
的に活動していただきました。
大変だった・疲れたと感じる反面、楽しかっ
た・ボランティア活動について少し分かった・
とても良い経験ができたなどの感想があり、特
に子ども・障害のある方・高齢者問わず、お話
ができたことが楽しかったという声が多く聞か
れました。

☆彡 ご協力いただきました団体のみなさま、本当にありがとうございました ☆彡

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。
９月は下記のことを予定していますので、ぜひご参加ください！
９月 ３日（火） 「花笠音頭」にチャレンジ
９月１０日（火）
富士見保育所の子どもたちが遊びにきます
９月１７日（火） 「銭太鼓」にチャレンジ
※道具は会場にあります
☆いずれも申込み不要
時間 １０：１０～１２：００
会場 総合福祉センター２階 集会室
９月２４日（火）ひだまりカフェ「ひなた」でボランティア
☆希望者は、石井さんまでお問合せください。
★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せもお待ちしております。
いしい ひでこ

【お問い合わせ】代表
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申込先

石井 英子さん

TEL/FAX

９７２－０９１３

ボランティア交流会

令和元年１０月５日（土）１３：００～１６：００
総合福祉センター ３階 大会議室
市内在住・在勤・在学の方
近隣にお住いのボランティアさん・団体などの活動発表、パネル展示、
参加者同士のグループワークなど
無料
９月２７日（金）までの９：００～１７：００
お電話またはＦＡＸで、
①氏名 ②年齢 ③住所 ④連絡先 をお知らせください。
飯能市ボランティアセンター（飯能市社会福祉協議会内）
飯能市大字双柳３７１番地１３
ＴＥＬ ９７３－００２２
ＦＡＸ ９７３－８９４１

ＪＯＹＪＯＹ表紙連載

参加者
募集中‼
広げよう
ボランティア

今日は何の日？ 答えは・・・ クレーンの日

この日は「クレーン等安全規制」が公布された日です。
それを記念して、日本クレーン協会とボイラ・クレーン
協会が１９８０（昭和５５）年に制定しました。
クレーンの製作や操作などに関わる関係者が労働災害の
防止の認識を深め、安全作業の周知・徹底を図る日です。
【366日への旅 今日は何の日？ホームページより転載】

✿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・久保まで✿
あったかホーム飯能

デイサービスセンター サンタの森
内容
日程
時間
住所
電話

歌や踊り、楽器演奏等
毎週 月～土曜日 ※日曜以外
１４：００～１５：００
飯能市飯能３９８－１
９７１－２４６６

内容
日程
時間
住所
電話

飯能リハビリ館
内容
日程
時間
住所
電話

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
１０：００～１１：００
１３：３０～１４：３０
飯能市下畑２９６
９７４－６０００

SOMPOケア
内容
日程
時間
住所
電話

お話し相手、レクのお手伝い
毎週 月～土曜日 ※日曜以外
１３：００～１５：００
飯能市山手町２３－８
９７３－０３０３
埼玉県立名栗げんきプラザ

内容 “げんき体験フェスティバル”
運営スタッフ。
ドラム缶ピザ焼き、マシュマ
ロ等の各体験ブースと受付のお
手伝いをお願いします。
日程 ①１０月５日（土）
②１０月６日（日）
時間 ①９：３０～１６：００
②９：３０～１５：３０
住所 飯能市上名栗１２８９－２
電話 ９７９－１０１１
勉強支援会
内容
日程
時間

Ａsistonoia Ａcademica

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 月～日曜日 ※木曜除く
１４：００～１５：００
飯能市南町２-７
９８３－４１６５
大樹の家

デイサービスセンター 山手なの花館

内容
日程
時間
住所
電話

お話し相手
月～日曜日 毎日
１０：００～１７：００
飯能市双柳５４７－２
９７１－５５３１

内容

①シーツ交換のお手伝い
②外出のお手伝い、洗濯たたみ
日程 ①毎週火曜日のみ
②月～日曜日 毎日
時間 都合の良い時間でお願いします。
※時間応相談
住所 狭山市狭山４７－２９
電話 ０４－２９５５－２９４１
愛の家グループホーム川寺
内容

①入居者様の将棋のお相手
②入居者様のお話し相手
日程 月～日曜日 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
※①②共に認知症の方がお相手のため、
ゆったりと入居者様に合わせて下さる方を
お待ちしています。

日本語習得を必要とする日系人子弟の勉強のお手伝い。
週１回 金曜日 各１名
①１６：４５～１８：００ 小学生対象
住所 飯能市岩沢５－３
②１８：００～１９：５０ 中学生対象
電話 ９７２－７３４８

