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◆同上S、れあい。いきいきサロン◆

岡上ふれあい。いきいきサロンは、今年で35
回目になりました。

平成15年にスタートして、年4回 開催してお

ります。
日赤奉仕団など、ボランティアの人たちが

中心になって、出席者全員、楽しい一日を過ご

しています。
最近は、寅さんシリーズ等の映画、健康体

操、輪投げ、ビンゴゲーム他、バラエティーに

富んでいます。

井戸端会議のような雰囲気の中で、皆さん

毎回、心待ちにしております。
これからも、さらに皆で工夫して、楽しいサ

ロンにしていきたいと思います。
三浦 國治

社協大寄支会活動報告 ……… …… … … P2
社協上柴支会活動報告 ………………………… P3
赤い羽根共同募金にご協力ください ………… P4
深谷市 福祉健康まつり …………………… … P5
敬老会日程のお知らせ、ポランティア交流センター案内―  P6
ガイドヘルプ講習会、障害者料理教室参加者募集、
地域支援ポランテイア講座《入門編》― … … P7
日本赤十字社一般社資募集結果報告、
ポランティア団体が受賞、善意の寄付金 ………P8

社会福祉法人深谷市社会福祉協議会
深谷市本住町12番 8号
深谷市ボランティア交流センター内
TEL:048-573-6663  FAX:048-573-0806
E― ma‖ :shakyoObb knet ne」 p

http://www fukaya― shakyo com/
「、,、かや市社協だより」は点宇版とテープ版、CD板も発行
しています。送付を希望される方はご連絡ください。

―

―
。

r｀ら、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。



社会福祉協議会大寄支会による、大寄地区納涼祭が、平成 24年 7月 21日 (日 )に大寄公民館

イベン ト広場にて盛大に執 り行われました。

この納涼祭は、毎年恒例となっているため、熱気に溢れてお り、大寄幼稚園の園児たちによる元

気な踊 りに始 まり、子供たちによるダンスや埼玉深谷八木節愛好会 による八木節音頭、大寄 レク

クラブ等による民踊『爵りを賑やかに演 じていただきました。

この納涼祭の開催にあた り、大変お骨折 り頂きました関係者の皆様、準備

に汗を流して頂いたことを忘れません。

参加していただいた皆さんが、また、それを見学していた皆さんが、大いに

楽しみ、暑さを吹き飛ばし、元気にこの夏を乗 り切り、大寄地区の更なる賑わ

いをもたらす祭 りとして、永遠に持続できますよう、ご祈念いたします。

深谷市社協■ ホームベージ http://www fukaya shakyO com/ 日



今年も、上柴公民館体育室で「第28回上柴地区七夕飾 リコンクールJが、平成24年 7月 6日 (金 )

～ 8日 (日 )ま での 3日 間にわた り、盛大に開催されました。

この七夕飾 リコンクールは、社会福祉協議会、青少年健全育成会、自治会、公民館の共催 による

もので、体育室には、各自治会・子供会、上柴西幼稚園などの皆さんで協力して飾 り付けられた、色

とりどりの21本の竹が、とても華やかに飾 られ、来場者の目を楽 しませました。

七夕飾 リコンクールは、来場者が投票 (一 人 3点記載)し 、得票数によ り各賞が決定 します。

今年は、2,475名 が投票 し、884票 を獲得 した、上柴西 6丁 目自治会・子供会が、見事、金賞

を受賞しました。

Eメール :shakyo@bb knet neipロ
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赤い翻根肩8
10月 1日～12月 31

赤い羽根共同舅金 (共同募金)は、1947年 (昭禾□22年 )に始まり、60年以上の歴史と実績のある全

国的な雰金運動です。戦後の厳しい生活の中で、・共にEllけ 合って生きていこう
・

という熱い連帯感か

ら始められたのが『赤い羽根共同_‐金』です。

本年も10月 1日 から、全国一斉に『赤い羽根共同募金運劃 が始まります。

共同_― 金は、相互の助け合いを基調とし、だれもが住み慣れた地域で安心して暮らすことができる

よう、様々な万法で実施されます。

☆具体的には、次のような募金活動ノ
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皆様から寄せられた募金は、埼玉県共同募金会でとりまとめられ、社会福祉施設の整備及び高齢者、

障害者、児童等の福祉向上と社会福祉活動推進のために、有効に活用されます。

◆配分先等の詳 しい情報は
http://hanett akaihane ne Jp/sys/frame asp

赤い羽根データベース「はねつと」をご覧ください。

■問い合わせ

社会福 祉法人埼玉県共同募金会深谷市支会

深谷市本住町12番 8号 (深 谷市社会福祉協議会内)

電話:048-573-6563

□



●開催期日 :

●開催場所 :

てゝ葵誕コ糞X錫菰製ハ0～
平成24年10月 27日 (土 )・ 28日 (日 )

両日とも午前10時00分～午後3時00分

深谷市総合体育館(深谷ビッグタートル)及びその周辺

■問い合わせ
20TMi言

員会事務局(深谷市福祉健康部福祉課内)

喧

『日墜墨訪フリ]度レ ツワ
深谷市福祉健康まつりとは、市民等の社会福祉施設や

福祉関係団体の活動への理解を深め、もって福祉やltl康

に対する意識の高揚を図ることを目的に、関係機関及び

団体の協働事業として実施するものであります。

開催日当日は、各種団体による紹介コーナー、体験コー

ナー、展示コーナーをはじめとして、模擬店等での飲食物

市 内の福 祉施設、福祉 関係 団体、ボ ラ ンテ ィア グ

ルーブな どによる活動紹介、展示即売

●体 験 コーナ ー

高齢者や障害者の体験

(高齢者疑似体験、車椅子、ガイドヘルプ)

●赤十字コ…ナー 日本赤十字社埼玉県支部、深谷市赤十字奉仕団による活動紹介

●模擬店コーナー 各種飲食物の販売、授産品、木工品等の販売

●休憩 コ…ナ ー 来場者がくつろげる休憩スペースの設営、無料湯茶接待場の設営

●健康 コーナ ー 健康相談等、健康に関するコーナー

●そ  の  他 「障害者文化作品展Jも 同日開催
※ 天候状況により、開催及び催し物の内容が中止もしくは一部変更になる場合もございますの

で、ご了承ください。

その他、開催曰当日は、会場周辺は混雑が予想され、駐車場スペースにも限りがございますの

で、ご来場の際は、なるべく乗り合わせでお越しください。
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9月 4日 (火)98寺 30分～

9月 9日 (日)10時 00分～

深谷市民文化会館 大ホール

藤沢生涯学習センター・藤沢公民館 体育室

9月 5日 (水 )

9月 14日 (金 )

9月 13日 (木 )

9月 11日 (火 )

9月 28日 (金 )

9月 28日 (金 )

9月 11日 (火 )

9月 12日 (水 )

9月 12日 (水 )

9月 5日 (水 )

9月 i5日 (土 )

9時 30分～

11時00分～

深谷市民文化会館 大ホール

明戸生涯学習センター・明戸公民館 体育室

13時 30分～ 大寄公民館 体育室

渋沢栄―記念館・八基公民館 多目的室11時30分～

11時00分～

13時30分～

9時 30分～

13時30分～

9時 00分～

13時30分～

13時00分～

豊里公民館 体育室

深谷市民文化会館 大ホール

深谷市民文化会館 大ホール

岡部(田 部 地 域)
岡部公民館 ホール

川本公民館 ホール

深谷市花園文化会館ア ドニス 大ホール

0対 象 着
72歳以上の方 0召禾□1眸 4月 1日以前に生まれた方 )

0鋤 深谷市、深谷市社会福祉協議会、深谷市自治会連合会、深谷市老人クラブ連合会

深谷市連合婦人会、深谷市民生委員・児童委員協議会、深谷市公民館協会

lJ

平成21年 12月 にオープンした「ポランティア交流センター」では、

市内のボランティア活動を行う個人・団体がミィーティング等に利

用できるボランティアルームが整備されています。利用時間は、年末

年始を除く毎日、午前 9時から午後 10時までで利用料は無料です。

※ 但 し、ポランティアルームの貸 し出しについて、部屋の予約の

受け付けは、しておりません。

その他、ボランティア団体向けの専用ロッカーも設置しています。

希望される団体については、社会福祉協議会までお申し込み くだ

さい。

ロ



目の不自由な方が外出する際のガイドボランティアに関心のある方を対象に、ガイドに必要な

専門矢0識や基本的技術を習得していただきます。

0と   き

0と こ ろ

O定  員

O参 加 費

O講  師

O主  催

O後  援

0申し込み

平成24年9月 29日 (土)午前10時 00分～午後3時00分

深谷市ポランティア交流センター

20名 (先着順 )

無料 (但し、昼食は参加者各自で準備をお願いします。)

阿久津 清 先生

ガイドヘルプ「あいハート」

深谷市社会福祉協議会

深谷市社会福祉協議会 電話048-573-6563ま で

平成24年 9月 13日 (木 ) 10時30分～13時 00分 藤沢公民館 調理室

平成24年 12月 10日 (月 ) 10時30分～13時 00分 南公民館 調理室 ケーキ(プッシュドノエル)

和菓子 (お団子)平成25年 2月 6日 (水 ) 10時 30分～13時 00分 幡羅公民館 調理室

O対  象

O定  員

O参 カロ費

0申し込み。

同い合わせ

深谷市内在住で障害のある方

1回につき、約20名 (先着1貝 )

1回 500円 (食材費)

障害者生活支援センター歩歩 (ポッポ)

電話048-575-1115

0と

つしめ か帆②裁 もB炒 雰 膀
き 第 1日 10月 31日 (水)9:30～ 11:45    第4日 11月 20日 (火 )9:30～ 11:45

第2日 11月 10日 (上)9:30～ 11:45   第5日 11月 29日 (本)9:30～ 11:45

第3日 11月 13日 (火)9:30～ 14:45

埼玉県立熊谷特別支援学校

地域福祉 (ノーマライゼーシヨン)に関心のある方

20名

特別支援学校に在籍する児童生徒が居住地の小中学校で一定程度の学習活動を行う

ために、お手伝いをしていただくボランティアを育成する講座

10月 23日 (火 )までに、熊谷市社会福祉協議会ボランティアセンターヘ

電言舌048-525-8745

0と こ ろ

O対  象

O定  員

O内  容

0申し込み

ロ



中平:懃蜂康
去る5月 より、日本赤十字社社資募集を行つた結果をご報告いたします。

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。

なお、実績額の10%が各地区へ還元され、福祉事業に活用されることになります。

日本赤+字桂需暇饉資嘉黒値果報告

1,136,300円 559,470円 991,300円 297,150円

203,900円 245,300円 245,000円 1,082,898円

975,687円 1,025,710円 749,580円 763,800円

360,000円 8,636,095円

社会福祉協議会のポランティア登録団体「花園福

祉ポランティアすばるの会Jがニッセイ財団から「生き

生きシエア活動顕彰」を受章し、6月 8日 (金 )に埼玉県

知事上田清司様から目録贈呈をしていただきました。

「生き生きシエア活動顕彰」は、元気な高齢者が主

体となって地域貢献活動を定期的に取り組んでいる草

の根的な団体を対象としており、「花園福祉ボランティ

アすばるの会」は、学童保育での読み聞かせや小学校

での絵手紙指導などを行つており今回の受章となりま

した。

川本カラオケ愛好会 …………………… 10,883円

松丸マサ ーー……………………………20,000円

南地区民生委員・児童委員協議会 …… 2,371円

深谷カラオケ会 会長 持田守… ………50,000円

秋桜 (沖縄民謡)… ………………………10,000円

ラーメンチョップ藤よし・居酒屋 善 ¨……3,813円

告澤正則         …         … 10,500円

深谷商店街連合会 …………………………1,890円

柴崎 桂 ―……………………………… 10,385円

埼玉信用組合 ………………… …… 200,000円

一市民 ………………………………………48,447円

原 信重 ………………………… ………10,475円

ラーメンチョップ藤よし・居酒屋 善……… 5,733円

ビッグスター歌川二三子応援隊……… 207,749円

ノヽ幡台いきいきクラブ…………………… 10,950円

介護相談 :ま  8573-6378 8573-6869ヘ ロ


