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幸町 ふれあい・いきいきサロン
『幸町ふれあい・いきいきサロン』は、世代を超えて地域

の人々との絆を深める目的で、平成23年 9月 に誕生し、こ
れまで12回実施してきました。

健康体操、重謡合唱、お茶飲み、軽食を基本にし、笑顔
いつぱいの楽しい歓談ができる場として、地域の高齢者に
大変喜ばれていま硯

この会の運営には、自治会長、丁会長、民生委員、女性の
世話係で、毎回、準備会を開き、その内容を回覧で、地域住
民の方々に矢□らせ、参力□者を募っておりま魂

これまで、「玉入れ」「わなげ」「キーボード演奏」「防犯の
まちづ<り出前講座」、ブリッジバークでの「グラウンド・ゴ
ルフ」、「□腔講座」等を実施しました。

(特 に健康で、いきいきと暮らしていくための「□腔ケ
ア」の講座は好評でした。)

今後も地域の「憩いの場」として、地域の住民が集まり、
1青報を共有し絆を深め、

″
支え合い、助け含う

″
出発点とし

ての役害」を果たしていければと考えていま或

/行ふかや市社協だより」は共同募金の配分を受け発行 しています。
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社会福祉協議会藤沢支会では、藤沢公民館と藤沢白寿連合

会の共催により、今年 も、「いきいき長寿の集い①」を開催し

ました。今年は、地元大谷の吉橋孝治さんを講師に迎え、秩父

市 (1日 大滝村)に ある三峰神社、武甲酒造、そして地場産セン

ターを訪ねてきました。

7月 2日 午前 8時 30分、参加した60歳以 Lの方、女性

22人、男性 24人の総勢46人を乗せたバスは、藤沢公民

館を出発。

最初の目的地は三峰神社。古より秩父山中に生息していた

狼を「人口真神 (おおぐちまがみ)」 として敬い「御谷属様 (ご

けんぞくさま)」 の呼び名で崇めてきた狛犬ならぬ

`rl狼

が、三

峰神社ならではの三ツ鳥居の前で私たちを迎えて くれまし

た。

森閑とした杉木立の中、本漏れ |]を 浴びながら歩みを進めると、きらびやかな拝殿。本殿、そして境内

には幹の周 りがり」性 2人が両手を広げて も手が力||く かなと思われるような太さのご神本が・…、皆さん

で拝殿前のご神本を撫ぜ、溢れ出るパワーをいただきました。なぜか、包み込 まれるような、ホッとする

ような感覚を皆さんで味わい、神社そのものがパワースポットなんだということを実感 してきました。

その後、バスで秩父 ||∫ 内に移動 し、武 ||1酒 造の酒蔵を見学。

武Чl酒造の店舗は、目指定登録有形文化財に指定されてお り、店内や蔵の中は、まるで 1昭和の時代に

タイムスリップしたよう。そのレトロな雰レH気 の中で製造 JIFlや おいしい日本酒の飲み方を教えてい

ただきました。また、敷地内にある井戸の説明 も…・。この井 ,「 水は武 ||1山 で磨かれたお水が地下水に

なってこの酒蔵の下を流れているそうで、そのお水を仕込み水にしてお酒を作っているとか。やっば り

日本酒はお水が命ですからね。「ちょっと飲んでみて」とのおサlifの 方の声に従い ,り,いているお水を飲む

と柔らかい感じのお水で した。

武 ||1酒 造を後にし、秩父駅前に

建つ秩父地場産セ ンターに立ち

寄 り、秩父地方の野菜や 名物、名

産を見た り、聞いた り、味わつた

り…・。

ここを最後に、和気あいあいの

内に帰1路 につ きました。

■ホームページ http l〃www.fukaya― shakyo,com/
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9月 15日 、1こ イ|:家 東自治会館において“第 1 1HIふれあい。いきいきサロン"が
|サロ脅|:さ れ ました。社会

体験学習として地元中学一年′111名 の特別参加 もあ りました。台風による激 しい風 Njの 中で したが、地

元ボランテ ィアの皆様のご協力をいただき、充実 した賑やかな会を運営で きました。

足 もみ体操などの1囃 い運動で リラックスしながら健康への意識を高めていただき、全ilで の合 |「 |で

は,｀F:謡ゃ懐 メロで 1午 に想いを馳せた りと、楽しく利|やかな時 |IJを 過ごせ ました。

お il舌 会では、地元の苦 ii占 に笑顔があ充、れ、身を乗 り出して 111き 入る方 もいらつしゃいました。また食

|lfし ながら参加者の方に体験談をおlilTlし ていただきました=い きいきとした表情でユーモアを交えな

がらil舌 していただき、盤 り 11が りました。

参加者の皆様より「次 IHIの |りH脅 |:を ′とヽ待ちにしています .」 とのお声をいただ くなど、第 11口 1日 のサロン

は好評のうちに終えること力ゞできました。

参加者からの嬉 しい反応を励みに、今後も自治会、民イ11児 Fri委 員やボランテ ィアの方々のご協力を賜

り、高齢者の方 が々地域の仲|IJと の交流を通して社会参加への意識を高め、心:11かで健康に享平らせるよ

う活動していきたいと思います。 長泊i家東「 1治会長  藤野幹雄

長在家東自治会  
メ .

第 1回ふれあい。いきいきサロン■,

1 参カロ者のみなさん  ,レ r

おはなし会さんの音話は臨場感あふれます

 ́ |

証 ,9

Eメ ール i shakyo@bb.knet.ne.jp
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花園地区では、23会場でふれあい。いきいきサロンが開催されています。

今IHIは 、小前 ||1北サロン、武蔵野東林サロン、荒川り|1端サロン、永 ||||||サ ロンを紹介します .]

《小前田北サロン》 《武蔵野東林サロン》
音の1壊 かしい曲を聞いて、大きな声で歌つて楽しい―時  カラオ矢 ギターと共に歌の調べ、茶話会・食事会など

を過ごしました。 を行つていま視 これからも音の旋律を通して人々の交

流の場となればと思います。

《荒川川端サロン》
リラックス体操、愛唱歌等を基本に適時落語やサロン応援隊
に協力いただいていま魂―番の盛り上がりは茶言舌会で現

《永田中サロン》
ビーズと安全ピンを使つてブローチ作りを行い、細かい

手作業で指先に神経を集中させました。

◎ 第 12回花 園 地 区風船 バ レ…ボ ーJレ大 会 ◎

10月 18日 (金 )に花園農業者トレーニングセンターに

おいて、福祉施設や民生委員、ボランティアの方 145名
が参加し交流をしながら風船バレーボールを楽しみま

した。

・こjlJ踵鵬'1こ   喘F:i=ヤ

◎キッズリズムはなぞの◎
お母さんたちの交流の場を作りたいという思いから平成

13年に親子リズムとしてスタートしました。毎週水曜日の

午前10時～11時30分までリズム体操や絵本の読み間か

せを親子で楽しくスキンシップを取りながら行つていま硯

■

ぶ
γ

ヽ
下
■ 4
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社会福祉協議会では、今年度よリバヽ |||ギ
iた01の福れL教育を一九

｀
イ推進する得l点から、学校、福判Ltti没、社会福れL協議

会の懇話会を設riして、福れL教育の充実。強化を目指すとともに、寄付文化の醸成や、福祉施設の社会貢献活動の

促進、新たな交流 J「業を創造して、児,｀1・ 付i徒の11かな福れLの心を育むことを目的に本liF業 を実施しておりま
‐
九

事業内容は、小中学校の児,
「`tJl徒 に家庭にあるタオルゃ箱ティッシュ等の寄付を募り施設へ崎1付をし、施設は

学校が希マ4する新刊図11卜を小中学校に寄付することで 小中学生のげ1から喬1付をすることの人りJさを学んでいただき、

子どもたちに対Iれ Ltti没を矢||ってもらうきつかけになりま丸

また、寄付された図 :|「 の感想文を施設で発表したり施設利用者と交流したり、学校行 lliに施設利用者を招待する

など学校と施i設が交流を重ねることで 小中学校の児 lri。 付i徒の価れLの心を育むことを目的にしていま
‐
九

さらに、福れL施設の社会111献 活動にもなり、イi4校 の図 il卜 室に本が1曽 えることにより、J4どもたちの本離れを防ぎ、

本を読むことの大切さも伝えられればと思いま・九

なお、||∫ 内の小学校18校、中学校 10校、福れL施設14施設が本111業 に参加|しておりま丸

《協力施設 》
NQ 施 設 名

1
特別養護老人ホーム ふじさわ苑
(深谷市人見2028-3)

2 特別養護老人ホーム むさし愛光園
(深谷市大谷241)

3 養護盲老人ホーム ひとみ園
(深谷市人見 1665-3)

4 特別養護老人ホーム 深緑苑
(深谷市江原570)

5 特別養護老人ホーム あかつき
(深谷市藤椰木 117)

6 介護老人保健施設 FOMA・ なごみ
(深谷市新戒413-1)

7 介護老人保健施設 はなみずき
(深谷市柏合1041-1)

‖順不同 ・敬称略

NQ 施 設 名

8 特別養護老人ホーム 福寿園
(深谷市本郷341-1)

9 特別養護老人ホーム エンゼルの丘
(深谷市つ泉625)

10 養護老人ホーム 岡部ビーラ
(深谷市針ヶ谷477)

特別養護老人ホーム ひびき
(深谷市長在家3976)

12 特別養護老人ホーム 清風苑
(深谷市本田4915-1)

13 特別養護老人ホーム 飛鳥の郷
(深谷市上原496)

14 特別養護老人ホーム フラワーヴイラ
(深谷市小前田2677)

覇 潤  r
i

▲明戸中学校での贈呈式 ▲ 飛鳥の郷での交流会

家庭にいながら手軽にでき環境保全にもなるボランティア活動として、収集ボランティア活動がありま現 皆様か

ら寄せられた収集品は、それぞれ専門の取扱い機関や業者等によりお金や品物と交換されることにより、地域福祉

や学校等の貴重な貝オ源として有効に活用されていま現

社会福祉協議会では、下記の使用済み及び未使用の物品を収集しておりますので、皆さまのご協力をお願いしま硯

使用済み切手

クオカード
ベルマーク

書き損じはがき

テレホンカード
ペットボトルキヤップ

不要入れ歯

図書カード

インクカートリッジ

交通機関カード(イオカード)



利用回数

利用内容

利 用 料

申し込み

ふかや市社協だより

◎寝異離濯乾躁消毒廿―ビス事業
在宅の高齢者及び障害者に布団の洗濯・乾燥・消毒を行います。

対 象 者 深谷市に住所を有し、かつ、居宅において日常生活を営むうえで一日中布団の上で過ごしてい

る方の中で、次の各号のいずれかに該当する方

①70歳以上のひとり暮らしの方

②夫婦とも75歳以上のみの世帯の方

③要介護認定で、要介護4・ 5の方で、一日中布団の上で過ごしている方

④身体障害者 (肢体不自由)手帳1級 ・2級を所持している方

(た だし、 2級の方については、調査を行います。)

年間4回

1回につき、敷き布団、掛け布団、毛布各 1枚を限度

洗濯の場合は、 1回 6,250円 。乾燥・消毒の場合は、 1回 2,680円 。

(た だし、自己負担額は、洗濯は 1回 625円 。乾燥・消毒は 1回 268円 。)

上記サービスを利用希望の場合は、証明書類 (介護保険被保険者証、身体障害者手帳等)を
持参し申し込みください。 (問 い合わせ先 :深谷市社会福祉協議会 電話 :573-6563)

◎罰FHHI里巽書廿―ビス事業
理容院または美容院へ行くことが困難な高齢者及び障害者に理容師または、

カッティング (散髪)等を行います。

対 象 者 深谷市に住所を有し、かつ、居宅において日常生活を営むうえで、

下記のいずれかに該当する方

①要介護認定で要介護4・ 5の方

②身体障害者 (肢体不自由)手帳1級 ・2級を所持している方

(た だし、2級の方については、調査を行います。)

利用回数 年F884回

利 用 料 1回 5,OOO円 。 (た だし、自己負担額は、 1回 1,OOO円 。)

申し込み 上記サービスを利用希望の場合は、証明書類 (介護保険被保険者証、

持参し申し込みください。 (問 い合わせ先 :深谷市社会福祉協議会

美容師が家庭を訪問して

寝たきり高齢者等であり、

身体障害者手帳等)を
電話 :573-6563)

一
（
０

一
４

期

行

文寸

募 集 人

受   付

参 力□ 贅

申 し 込 み

問い含わせ

日

先

象

員

き

平成26年 2月8日 (土 )

湯の丸スキー場 (長郷県東御市湯の丸高原)

市内在住のひとり親家庭親子

40名 (定員になり次第、締め切りま硯 )         (

平成26年 1月 7日 (大 )から、先着順に受け付けま或

親子2名で2′ OOO円。(1名増すことに 1′ 000円追力□)

※昼食代、リフト料金、レンタル料金は自己負担

参力□賣、証明書類 (ひとり親家庭等医療費受給者証等)を持参し、申し込みください。

深谷市社会福祉協議会(a573-6563)

ボランテイア相談は 8573-6563ヘ

塵
　
■
Ｖ

Ｌ
■
「
亨

（
曲

ノ

」
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有償家事援助サービスとは…
住み慣れた地域で在宅生活を送ることができるよう、日常生活において困つたことを助け合う住民参加型の会員制の

有償サービスですが、利用会員と協力会員の需給により成り立つサービスです。

「どんなサービスが利用できるの ?」

専門性を必要としない日常生活の
″
ちよつと困つた

″
を支援するサービスです。

たとえば、掃除、洗濯、ゴミ出し、布団干し、食事の支度、員い物、夕ヽ出時の

付き添いなどで、協力会員の活動できるサービスを提供します。

ただし、身体介護は行いません。

「どんな人が利用できるの ?」

深谷市社会福祉協議会の会員で、市内に住む65歳以上の高齢者がいる世帯、

ひとり親世帯、就学前の了し幼児がいる世帯、障がいのある方がいる世帯、ケガや

病気によリー時的に援助がZ、要な世帯の方が利用できます。

勤ヽ

「利用料はどのくらいするの ?」

地域での支え合い (共助)のための事業として、30分 350円です。
利用料は金額協力会員にお支払いします。

「どんな人が協力 して <れるの ?」

資格の有無は間いませんが、深谷市社会福祉協議会主催の有償家事援助サー

ビス事業協力会員養成講座を受講し、心身ともに健康でこのサービスに理解
があり協力いただける方

社会福祉協議会では、各種制度の狭間で必要とするサービスが利用できない現状を鑑み、在宅福祉サー

ビスの一環として市民の参力□と協力により有償家事援助サービスを実施します。

市民の皆様の協力により住み慣れた地域で誰もが安心して暮らすことの出来る福祉のまちづ <りを推進

していきます。

まずは深谷市社会福祉協議会にご相談ください。
ご連絡後 (または、「日程調整の後」)、 社協職員がお宅を訪問します。

訪間の際には、詳しい内容をお伺いし、サービスの内容を話し合います。

住所 :深谷市本住町12-8 電話:573-6563

期  日 時 間 会 場 メニュー

平成25年
12月 17日 (火 )

10時 30分～

13時 00分 南公民館 調理室
タンドリーチキン
ドライカレー

平成26年
2月 11日 (火 )

10時 30分～

13時00分 花園公民館 調理室 チ∃コレートお菓子

【対象者】
●深谷市内にお住まいで障害のある方
【定 員】
● 1回につき、約20名 (先着|1順 )

【老雰カロ聾羹】
●1回 500円 (食材費)

【申し込み 0問い合わせ先】
●障害者生活支援センター 歩歩

電話 :048-575-111
(ぽつぽ)

5

障害者の一般就労支援は a573可 6561ヘ
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■平成25年度日本着十字社特月1社資結果報告■
日本赤十字社は、世界の平和 と福祉の増進のため、人道の理念のもと、幅広い活動を展開しています。

この活動を展開してい くための財源 として、皆様から社資 (寄付金)の ご協力をいただき、地域住民
をはじめ行政、関係機関との一層の連携を図 りながら社会福祉事業の推進に取 り組んでいます。

日赤深谷市地区を通 じてご協力をいただいた方を報告 します。
今年度 もた くさんの方に日本赤十字社特別社資にご協力をいただきましてあ りがとうございました。

100件 19915,000円 でした。

◆ 実 績 一覧表◆        (‖ 贋不同・櫛小略〉

愛鶏園/愛たまこ ¥10,000

赤城¥し業い ¥10,000

アキヤマ石油産業い ¥10,000

(医 )好文会あねとす病院 ¥50′ 000

∽新丼機械製作所 ¥10′ 000

粟澤歯科医院 粟澤 巌 ¥10′ 000

石川建設い埼玉北支店 ¥10′ 000

石塚アルミ鋳造い ¥10′ 000

掬潤組 ¥10′ 000

掬エフジーケー ¥100′ 000

掬エムケー ¥10′ 000

Э太田園 ¥10,000

掬大谷組 ¥10′ 000

大屋印刷い ¥50′ 000

おかべ物産観光蜘 ¥20′ 000

粉オリケイ ¥20′ 000

力カシ米穀卸 ¥20′ 000

書l烹 朝日屋 ¥10,000

0書」烹 楓 ¥10′ 000

勘双葉 ¥10,000

害」烹 若菜 ¥10,000

金子園 ¥10′ 000

‖田蒙医科医院 ¥10,000

Э観光東武 ¥10,000

解体土木 本島商店 ¥10′ 000

北関東陸運い ¥10,000

い栗原電機 ¥10′ 000

KYB婉熊谷工場 ¥10.000

い小松建設 ¥20′ 000

小谷椰興業い ¥10,000

埼玉グランドホテル深谷 ¥10.000

掬斉藤葬祭 ¥5′ 000

サンウェーブエ業∽深谷工場 ¥10,000

三晃金属工業llk深 谷製作所 ¥10′ 000

坂田自動車工業い ¥10′ 000

欄山東電気 ¥20,000

B召 和電機い ¥10′ 000

鞠新吉 ¥20,000

(含 )新楽 ¥10,000

蜘鈴木工務所 ¥10′ 000

い関根弁之助商店 ¥20,000

太平洋エンジニアリング帥 ¥10′ 000

ダイニックい埼玉工場 ¥10′ 000

大不0紙器的深谷工場 ¥10,000

滝澤酒造∽ ¥5′ 000

税理士法人 武田事務所 ¥10′ 000

たつみ印刷∽ ¥10′ 000

(有 )タネの黒沢 ¥5,000

秩父コンクリートエ業∽ ¥10,000

中外電気工業帥 ¥10′ 000

…掬テラダ ¥10′ 000

の東亜興業 ¥10′ 000

東京化成工業蠅深谷工場 ¥10′ 000

徽東京風月堂熊谷工場 ¥10′ 000

lkl東 京ワックス ¥10,000

東洋印刷い ¥10,000

東洋造機関 ¥10.000

動ときわ園 ¥10′ 000

豊澄電源機器llk川 本工場 ¥5,000

日本高圧コンクリートい埼玉工場 ¥10,000

橋本自動車工業 ¥10′ 000

0はなぞの ¥10′ 000

花園農業協同組合 ¥10,000

医療法人 樋□医院 ¥10,000

llk深 谷自動車教習所 ¥10,000

深谷観光バスい ¥10′ 000

深谷倉庫蜘 ¥30.000

深谷タクシー(有 ) ¥10,000

ふかや農業協同組含 ¥30′ 000

深谷ミツワタクシー0 ¥30,000

双葉通信機llkl      l¥10′ 000

古河スカイ∽深谷工場 ¥20′ 000

古86建設蠅 ¥30′ 000

0ホズミ ¥20,000

マリレコーフーズ{掬 ¥10′ 000

(順不同 ・敬称略〉

…¥10′ 000llk丸 徳商会

水越医院 水越哲也 ¥10,000

メモリアルホール岡部 ¥10,000

い躍進電気 ¥10′ 000
(掬ヤナせ ¥10,000

∽やはた ¥10,000

吉野屋 ¥5′ 000

若宮商事い ¥10′ 000
llbl渡 辺商行 ¥10.000

石田 文雄 ¥10,000

金子 雄輔 ¥50,000

河田 清寛 ¥10,000

近藤 哲郎 ¥10′ 000

野辺 邦男 ¥200,000

原 信重 ¥10′ 000

馬場 宏 ¥200′ 000

藤橋 彰 ¥5′ 000

益岡 孝之 ¥10,000

松本 竹男 ¥200′ 000

柳田 幸男 ¥10,000

苦澤正貝」        |¥10′ 000

匿名希望 4件 ¥35.000

〔クリスマス〕

§12月 師走(しわす)と言えば……
…大掃除、忘年会、クリスマス…

あわただしくなってくる季節です。体調管理に注意して食べ過ぎ、飲み過ぎ
には注意しましょう。
※深谷市では、派遣事務所がお休みの時(休 日、夜間)の緊急対応は、深谷市消
防本部にご協力いただいて、手話通訳者を派遣しています。

― 冬至 (とうじ)～
12月 22日頃。一年で最も昼が短く、

夜が長い日で現
ここから本格的な冬の寒さとなりま硯

〔忘年会〕

善意の寄付金
(平成25年 8月 1日 ～10月 31日 )

松村英―・松村英子
戸田晃志……………………………………………………… 10′ 000円
苦澤正則……………………………………………………………………… 10′ 000円
野□雪美………………………………………………………………………… 5′ 000円
原 信重 ・……………………・………・・:… ……………………・9′ 361円
ラーメンチョップ藤よし。居酒屋 善 ………………………………… 5′ 164円
第3回チャリティージョイン ト・∃ンサー ト事務局 …… 10′ 306円
仙元十二日会……………………………………………・…・…………… 318′ 544円
古郡ホーム株式会社……………………………………・…………・701′ 452円
和:彗の :象 …………………………………………………………………………………・ 37′ 445円
大寄青果物共販協議会…………………………………………… 66′ 922円
5□雪美………………………………………………………… 5′ 201円
」Aふかや年金友の会・共済友の会……………・…………… 26′ 872円

介護相談は  ●573-6378 ●573-6869ヘ

当協議会に対し次の寄付金が寄せられました。
ありがとうございました。(敬称略)

8′ 487円 ラーメンチョツプ藤よし,居 酒屋 善 ………………………………… 3′ 099円
ラーメンチヨツプ藤よし・居酒屋 善 ………………………………… 3′ 787円
苦澤正貝」………………………………………………………………………… 15′ 000円
―市民………………………………………………………………………… 5′ 301円
木村みち子………………………………………………………………… 13′ 730円
太田良―……………・…………・………………………………・ 5′ 000円
清水三郎…………………・…………………………………………………101′ 901円
埼玉県 トラツク協会深谷支部………………………………・…… 27′ 500円
深谷市民謡民舞連合会………………………………………・…… 20′ 000円
―市民…………………………………………………………………………・ 4′ 528円
ラーメンショツプ藤よし・居酒屋 善 …………………………・ 4′ 000円
特定医療法人 好文会・……………………………………………… 410,790円

〔お正月〕


