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◆人見第1自治会 お、れあい・いきいきサロン◆

平成24年 4月 、自治会総会にて「、3、 れあい・

いきいきサロン」の開催を計画しました。
スタッフ3名の協力を得て、第 1回 サロンを、

古典落語D∨ D鑑賞と、手打ちそば・うどんで会

食をしました。
8月 には、「こどもと大人のふれあい祭り」と

して、こどもたちは流しそうめんやサロン応援

隊の協力で、お年寄りと童謡唱歌やマジック、

折り紙、ビンゴゲームを楽しみました。

親子3代で参加の家族もあり、交流を深める
ことができたと思います。
スタッフの皆さんも「ありがとう」の言葉を掛

けられ、大変嬉しかつたです。これからも続け
ていきたいと、はりきつています。
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平成24年度、明戸地区では、7自 治会で『ふれあい。いきいきサ ロン』を開催いた します。

今回は、初めて開催する「堀米 自治会」、「宮ヶ谷戸 自治会」の様子を紹介 します。

7月 24日 に堀米 自治会で開催 されたふれあい・いきいきサ ロンでは、地区の高齢者 と地元子 ど

も会が一緒に活動を行い、すいか割 りやゲームで楽 しみました。また、手作 りのカ レーを一緒に食

べることで、普段できない世代間交流を深めることもできました。

宮ヶ谷戸 自治会のふれあい。いきいきサ ロンも、地元の子 ども会 との活動で大変盛 り上が りま

した。高齢者が小学生にゲー トボールを教えた り、地元のカラオケ愛好家によるミニコンサー ト

もあ り、会場は大きな歓声に包まれました。

悧綸 品 躍 斃 嚇

深谷市社協 二ξ」
■ ホームベージ http://www.fukaya― shakyo.com/



今年 3月 、桜 ヶ丘 自治会地域で生活 している高齢者 を中心 とした人たちが気軽に集 まり、ふれ

あいを通 して生きがいづ くり。仲間づ くりの輪を広 げ、笑顔で安心 して暮 らすための「居場所」を

つ くり、笑顔あふれる明るい地域にするため、「桜ヶ丘いきいきサ ロン」が誕生しました。

初回は、気張 らずにと、「みんなで歌おう」「綾小路きみまろ一DVD鑑賞」「桜ヶ丘地区に住む100歳

の男女お二人に聞く長寿の秘訣」そ して運営委員手作 りのちらし寿司を食べなが らの話 し合いをし

ました。初めての会でもあり、小島市長さん、南公民館長さんもお招きし、祝ってもらいました。

桜 ヶ丘 のいきいきサ ロンは、自治会の役員、民生児童委員、自寿会 の役員、有志 によ り運営委

員会 を組織 し、運営 しています。当面は、四半期 に 1回程度 を目標 に開催 しています。第 2回 目

は、6月 3日 (日 )午前 10時か ら自治会館で実施 しました。参加者は、男性 6人、女性53人 、スタッ

フ16人、総勢75人。当 日のプログラムは、最初 に参加者全員で唱歌をは じめ「ばけない小唄」を合

唱。次 に、深谷市安全協会の「いきいき隊」による「みんなで守 ろう地域の安全」の寸濠1。 3人 の出

演者の熱演 に最初か ら最後 まで拍手喝采。次 に「ひふみ会」による「銭太鼓」「南京玉すだれ」等切

れ 目な く演 じる技の素晴 らしさに、参加者 と演技者が一体 とな り、これ も最初か ら最後 まで拍

手が鳴 り止みませんで した。このあと、女性運営委員が丹精込めて作 った料理 を男性運営委員

が配膳 し、その後食べなが ら、楽 しく談笑 し終わ りました。

桜ケ丘いきいきサロン運営委員会 委員長 細川 孝

参加者全員による合唱 いきいき隊による交通安全寸劇

ひふみ会の皆様による「銭太鼓」

守

Ｊ

層

参加者全員で食事をしながらの懇談会

Eメール :shakyo@bb.knet.ne.ip



田中北ふれあい・いきいきサロンを立ち

上げたきっかけは、ひとり暮らしの高齢者

が「いつもひとりでポツンとしています。

できれば人 とのかかわ りが欲 しいので

す。」と言われ、そのような人達のささやか

な願いを少しでも叶えられれば、との思い

から平成24年 4月 に発足しました。

自治会やボランティアの全面的な支え

により「毎月 1回 原則第 3月 曜 日」に実

施しています。

その内容は、軽体操、足裏運動、茶の湯、

愛唱歌合唱、輪投げ、折 り紙など、更には地

域で活躍 しているサークルにも協力いた

だき楽しく過ごせる内容を選んで実施 し

ています。

これからは、参加者の意見も取 り入れな

が ら一層地域に溶け込んだ楽 しいサロン

にしていきたいと考えています。

田中北ふれあい。いきいきサロン代表

新井 。伊坪

ひとり暮らしですが、ふれあい・い

きいきサロンが始まり皆さんと知

り合いになり楽しくゲームや体操、

歌などやつています。

みなさんとお話ができるので、

サロンの日を楽しみにしてい

ます。これからも永く続けて下

さい。
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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。

毎年 5月 は、近 くにある芍薬園のお花見をし

ています。お弁当を食べ話にも花を咲かせ気

持ち良い戸外でのふれあいを楽しみました。

北根サロンは、少人数の地区のため、普段から
皆 と声を掛け合い、季節にそった内容で楽 し
んでいます。今回は、十五夜の前にお月見団子
と芋汁を作つてみました。

10月 30日 (火 )に 花園農業者 トレーニングセ
ンターにおいて、福祉施設やボランテ ィア団

体 7団 体 139名 の参加 をいただ き、風 船バ
レーボール大会を実施しました。

毎年12月 は、子供会 と一緒にもちつき大会を

楽 しんでいます。ク リスマスツ リー を飾 り、

リース作 りにも挑戦した一日でした。

毎回、歌 と体操を取 り入れ、他に一つ企画をた
てています。今回は、フラダンスの皆さんにお
手伝いをいただき、優雅な演技にうつとりし、
南国気分を味わい楽しい一時を過ごしました。

花園地域の福祉を底上げするサロンボラン

ティアの集団

塁
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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(ご自分で布団等を干すことができない方)の中で、下記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

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 0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。

利用回数

利用内容

利 用 料

申し込み

フ

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、美容BTが

家庭を訪問してカッティング(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、
寝たきり高齢者等であり、下記のいずれかに該当する方
①要介護認定で要介護405の方
②身体障害者(肢体不自由)手帳1級 02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 年間4回

利 用 料 1回 5,000円 (ただし、自己負担額は、1回 1,000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、身体障害者手帳等)を持参し、申し込みください。

～□帰リス)キヨ梅衝～
平成25年 2月 16日 (土 )

湯沢中里スキー場 (新潟県南魚沼郡湯沢町)

市内在住のひとり親家庭親子

40名 (定員になり次第、締め切ります。)

平成25年 1月 8日 (火 )から、先着順に受け付けます。

親子2名で2,000円 (1名増すごとに1,000円追加 )

※昼食代、リフト料金、レンタル料金は自己負担

期  日

行 き 先

対  象

募集人員

受  付

参 カロ費

申し込み 参加費、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。



判断能力の不十分な高齢者や知的障害・精神障害のある方など

が安心して生活が送れるように、 定期的に訪問し、 福祉サービスの

利用の援助や暮らしに必要なお金の出し入れのお手伝いをします。

○生活していく上で、一人で判断することに不安のある高齢者や知的障害・精神障害などのある方

○サービスの内容を理解 し、契約できる方

【こ′のような援助

定期的に訪問 し、福

祉サー ビスに関する

ご相談やサー ビス利

用の手続 きに関する

お手伝いをします。
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郵便物の整理や

市役所で行なう手

続 きな どのお手伝

いをします。

利 用 料 や 公 共 料

金の支払 い、日常生

活 に必 要 な金 銭 の

出 し入 れ に関 す る

お手伝いをします。

書爛ザ]かり
サービデジ

預 金 通 帳 な ど

ご自分で保管する

ことが不安な場合、

大切な書類 をお預

か りします。

【利用料1金】

ご相談や支援計画の作成は無料です。その後のお手伝いには次の料金がかか ります。

・ 福祉サービス利用援助

・ 日常生活上の手続き援助
0日 常的金銭管理

0書類等預かリサービス

1回 1時間まで 1,200円
以降 30分 ごとに400円 が加算されます。

(た だし、日常的金銭管理に使用する通帳をお預かりする場合は、1回 1時間まで1,600円 )

基本料 2,000円 (1年間)  利用料 500円 (1か月)

`  〕  !

深谷市社会福祉協議会では、日頃、趣味やサークル活動などでご活躍いただいている

個人、団体の方を対象に、『社協応援団』及び『ふれあい・いきいきサロン応援隊』にご協

力いただける方(登録者)を、随時、募集しています。
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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。

101件 2,225,000円 でした。

◆実績 一覧表 ◆

帥愛鶏園埼玉事業所  ¥10,000

赤城乳業帥      ¥10,000
アキヤマ石油産業鞠  ¥10,000

因好文会 あねとす病院 ¥50,000

爛新井機械製作所   ¥10,000
粟澤歯科医院粟澤巌  ¥10,000

石川建設帥埼玉北支店 ¥10,000

石塚アルミ鋳造鞠   ¥10,000
欄潤組        ¥10,000
仰エムケー      ¥10,000
(資)太田園       ¥10,000
輸大谷組       ¥10,000
大屋印刷欄      ¥50,000
おかべ物産観光佛   ¥20,000
1■lオ リケイ      ¥30,000
カカシ米穀帥     ¥30,000
割烹朝日屋     ¥10,000
0害l烹 楓      ¥10,000
0双葉        ¥10,000
割烹若菜      ¥10,000
金子園        ¥10,000
川田獣医科医院    ¥10,000
0観光東武      ¥10,000
北関東陸運輸     ¥10,000

佛栗原電機      ¥10,000
KYB鞠熊谷工場   ¥10,000
小谷野興業欄     ¥10,000
埼玉グランドホテル深谷 ¥10,000

1■l斉藤葬祭      ¥5,000
サンウェープエ業榊深谷工場 ¥10,000

三晃金属工業欄深谷製作所 ¥10,000

坂田自動車工業蜘   ¥10,000
仰山東電気      ¥20,000
昭和電機欄      ¥10,000
仰新吉        ¥20,000
0新楽        ¥10,000
欄鈴木工務所     ¥10,000
帥関根弁之助商店   ¥20,000
太平洋エンジニアリング佛 ¥10,000

ダイニック帥埼玉工場 ¥10,000

大和紙器欄深谷工場  ¥10,000

滝澤酒造欄      ¥5,000
税理士法人武田事務所 ¥10,000

たつみ印刷仰     ¥10,000
秩父コンクリートエ業輸 ¥10,000

中外電気工業欄    ¥10,000
1■lテラダ       ¥10,000
欄東亜興業      ¥10,000

東京化成工業帥深谷工場 ¥10,000

帥東京風月堂熊谷工場 ¥10,000

佛東京ワックス    ¥5,000
東洋印刷腕      ¥10,000
東洋造機爛      ¥10,000
(資 )と きわ園      ¥10,000
豊澄電源機器欄川本工場  ¥5,000

日本高圧コンクリート欄埼玉工場 ¥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    ¥5,000

医療法人樋□医院   ¥10,000

欄深谷自動車教習所  ¥10,000

深谷観光バス鞠    ¥10,000
深谷倉庫儡      ¥30,000
深谷タクシーlll    ¥10,000

ふかや農業協同組合  ¥30,000

深谷ミツワタクシー0 ¥30,000

双葉通信機欄     ¥10,000
古河スカイltl深谷工場 ¥20,000

古郡建設欄      ¥30,000
0ホズミ       ¥20,000
マルコーフーズ仰   ¥lo,000

欄丸徳商会      ¥10,000

水越医院 水越哲也  ¥10,000

メモリアルホール岡部 ¥10,000

欄躍進電気      ¥10,000
蜘ヤナセ       ¥10,000
帥やはた       ¥10,000
吉野屋         ¥5,000
若宮商ヨ榊      ¥10,000
蜘渡辺商行      ¥10,000
奥野 賢司      ¥200,000
金子 雄輔      ¥50,000
河田 清寛      ¥10,000
近藤 哲郎      ¥10,000
高荷 民夫      ¥200,000
高荷 すみ子    ¥200,000
原 信重       ¥10,000
藤橋 彰       ¥5,000
益岡 孝之      ¥10,000
町田 秀治      ¥10,000
松本 巖      ¥200,000
柳田 幸男      ¥10,000
横川 均      ¥200,000
苦澤正則       ¥10,000
匿名希望 7件    ¥70,000

<順不同・敬称略>

一市民………………………………………。3,788円
一市民………………………………………。2,253円
一市民‥…………………………………。30,000円
苦澤正則…………………………………。15,000円
仙元十二日会……………………‥‥-308,344円
古郡ホーム帥 ……‥‥…………………603,358円
チャリティージョイントコンサート事務局……10,490円
和音の会 ……………………………………30,049円
」Aふかや ゆうゆう会・共済友の会 ……。22,747円
原 信重 ‥。・………………………………11,210円

帥ヤオコー深谷国済寺店 …・・…………。21,067円
告澤正則……………………………………。2,000円

欄ヤオコー深谷上野台店 ………………。34,208円

《お詫びと訂正》

平成24年 9月 1日発行(NQ32)におきまして掲載内容に誤りがありましたので、お詫びいたしますとともに、謹んで訂正させていただきます。

8ページ掲載 善意の寄付金 【誤】秋桜 (沖縄民謡)→ 【正】秋桜 (沖縄民踊 )

介護相談:ま  な573-6378 8573-6869ヘ

1社)埼玉県トラック協会深谷支部…………・29,976円
清水三郎…………………………………。100,000円
八基・豊里チャリティーゴルフ大会………70,000円

木村みち子・………………………………。14,197円
苦澤正則・……。………・…………………。15,000円
深谷市民謡民舞連合会……………………13,777円

齊藤和子 ……………………………………70,000円
いなほ会 ……………………………………10,000円

花園中央ダンスクラブ …………………。100,000円

松本 彪 ……………………………………10,000円
医療法人 好文会 ………………………・438,950円
深谷音訳0朗読ボランティアはなみずき。……・5,000円


