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平■23年 6月 23 の午前 10時から新井西訂;自 治会館において『ふれあいいきいきサロンJ発会式が

あ●ました。自治会長のあいきつの後 早速 サロン応f‐ 隊の仲良し2人芸が技露されました.軽快な音楽

に合わせておかめ ひょつとこの仮面を被ったお二人が手足でリズムをとって踊り 途中 ボケた トークを

いれ会場に集まったお年寄りを実いの渦に巻き込んでいました。

その後は 参加者も踊りに巻き込み、会場内は熱気でヱ、シヱ、ン、当日は35度にもなる暑さにも「_3わ らず

おしゃべりに肝りに、花を咲かせていました.

今後 明戸地区にもっともっといきいきサロンが生まれ、新り1西 剖
'も

どんどん発展していくことを切に望

んでいます.
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社会福祉協議会南支会では、ふれあいいきいきサロン運営を支援しております。南地区では 大台東、八

幡台、萱場地区でふオ■あいいきいきサロンが開催されています。今回は、八幡台地区のサロンを紹介します。

■発 足 :平成 23年 7月 2日

■地域名 :八幡台自治会

■目 標 :外に出る機会の少ない高齢者の参カロの場づくりを、自治会行事と連携し実現することで仲間作

りと、地域の方とのふれあいを実現する。

■今年度の予定
・ 7月 :第一回 :綾小躍きみまろDVD視聴

・ 11月 :第二回 :八幡台公園での輪投げと食事会
, 1月 :第二回 :ちびっ子餅つきと試食への参力0

■今年の抱負 (代表 首藤 紀人)

・今年度は助走期間として、自治会行事と連携する中で高齢者が参力0しやすいイベントを企画

し、ふれあいサロンボランテイアの方、食事ポランテイアの方々の協力を頂きながら「参力0

したい 。しやすいサロン」作りを模索的に進めて行きます。

Eメ ール :shakyo@bb knet ne ,pロ

代表者から発尼のあいさつ 参加者の自己紹介と談話会

綾小路きみまるの DVD視 聴 会員がアイスクリームの棒で松江域を作成
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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。
3回は、武蔵野中宿地区、武蔵野下郷地区、小前田中央地区、小前田中地区のサロンを紹介します。

高齢者の方に指先を動かして脳に刺激を与え元気になる
よう企画し、楽ししヽ一時を過ごしました。写真はあじさい
のちぎり絵です。

今年 7月に子供会と―緒に七夕飾りをしたものですが、
若いあ母さん達の参加も得て目指している

'ロ
ン活動にち

よつと近づいた一日でした。

ヨガの先生がありますので、毎回簡
います。最初に、身体を動かす事か
ラダンスを企画し楽しみました。

私達のほほえみサロンは、月2回のベースで、ちょうど100
回の開催を迎える事が出来、この日はビンゴゲームを楽しみその

後は、tr飯 サラダ・ケーキのあ祝いメニュー会食でした。

蔵

バランテイアの中に

単な体操を取り入れて

ら始め、この日は、フ

―′L大会
10月 11日 (火)に藤沢公民館において福祉施設やボランテイア団体 7団体 136名の参力0をいただき、

風船バレーボール大会を実施しました。
当日は障害の有無に関係なく参力0者全員で楽しく熱戦を繰り広|ザました。

岡部支所 む 585‐ 6979 深谷本所 容573‐ 6563
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11月 12日 (土) 13日 (日 )の 2日 間、深谷城址公園をメイン会場として、『第 6回深谷市福祉健

康まつり』力
'開

催されました。

本年は 渋沢栄―没後 80年記念事業ということで、深谷駅通り 中山道においては 「深谷市産業祭Jを、

渋沢栄―記念館では「青淵まつりJも 同日開催され、両日とも晴天に恵まれ 例年になく大勢の方で賑わい

ました.

『深谷市福祉健康まつり』では、施設利用者の創作品の展示・即売をはじめ、各種ボランティア団体等に

よる模擬店や催し物などの他 深谷市のイメージキャラクター「ふつかちゃんJも登場し、深谷公民館では

「障害者文化作品展Jも 同時開催され 来場者数は、 25 500人 を数えました。

花国支所雪579‐ 1356 ,:1本支所●583-7600ロ

垣訊D[璽医髪鉗章咽ヨ孤』ヨ憂張〕冤×6 [ヨ逢肇慇
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利用回数

利用内容

利 用 料

申し込み

齢者及び障害者に布回の洗濯 乾燥 消毒を行います。

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国の上で過ごして

いる方の中で、次の各呂のいずれかに該当する方

① 70歳以上のひとり暮らしの万

② 75歳以上の高齢者世帯の方

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 こつき (敷き布回、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。

理容院ま

カッティン

利用回数

利 用 料

申し込み

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、

グ (散髪)等を行います。

深谷市に住所を有し、かつ、居宅において日常生活を営おうえで、

下記のいずれがに該当する方

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。)

年間4回

1回/5,000円 (ただし、自己負担額は、 1回 /1,000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、

持参し申し込みください。

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

平成24年 2月 18日 (土 )

水上高原スキー場

市内在住のひとり親家庭親子

40名 (定員になり決第、締め切ります。)

平成 24年 1月 10日 (火)から、先着順に受す付けます。

親子 2名で2.000円 (1名増すごとに 1,000円 追力0)

※リフト券・昼食は自己負担

参力0責、証明書類 (ひとり親家庭等医療費受給者証等)を持参し、

■上記の問い合わせ 申し込み先 :深谷市社会福祉協議会

各支所 岡部支所

川本支所

花園支所

申し込みください。

(奮 573-6563)
(● 585-6979)
(● 583-7600)
(雪 579-1356)

ボランティア相談は な5736563ハ、
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『動物愛護ボランティアふれ愛の会』では たくさんのボランティアさんを募集しております.

動物大好き、愛犬やウサギと一緒に活動してみたい方 是非仲間になりませんか ?

訪間場所は 特養 身体障害者施設、知的障害者施設、児童養護施設、小学校でのいのちを慈じむ教室、

福祉の市などのイベントに参加などの活動が中,さ です。 連絡先 :F原 子恵 r T[1583-3187

善意 の寄付 金 当協団会に対し次の客付金が寄せられました。
ありがとうございました。《敬称略》(平成23年 8月 1日～ :0月 31日 )

深谷更生保護女性会……… ………… 2,

あつみ会…………………………… 20,

原 信重…………………………… 11,

き澤 正則…… … ………… … …… 5,

花園町春秋会有志―同…………… 33,

ラーメンチヨツプ藤よし,居酒屋 善… 8,

(山元十二日会…………………… 298,
櫻丼 信治………………………… 10,

古郡ホーム株式会社…………… 359,
和音の会…………………………… 20,

ラーメンチヨツプ藤よし・居酒屋 善… 8,

旧川本農協役員OB会 代表

上原 要助・田尻 忠二……… 35,

蜂須賀喜―……………………… 262,
清水 二郎…………… ………… 100,
一市民………………………………… 7,

吉澤 正員」………………………… 14,

深谷小前田屋台祭実行委員……… 64,

深谷市民謡民舞連合会……… …… 23,

ラーメンチョツプ藤よし'居酒屋 善… 7,

一市民……………… … …… …… 25,
原 信重…………… … … ……… 10.

245円
603円
236円
000円
000円
831円
344円
000円
574円
158円
222円

875円
168円
000円
000円
000円
939円
196円
731円
500円
546円

ロ

埼玉県では、介護保険事業所等に勤務する職員が介護福祉士国家試験に合格した場合に、その受験料

等を補助する事業を実施しています。この補助金の承認申請の受付を開始しますので、期F85内 に手続き

をお願いします。
なお、申請は補助対象施許 事業所の属する法人ごとに行っていただきます。

承認申請 :平成 23年 12月 12日 (月)～平成 24年 1月 13日 (金 )

補助概要 :第 24回介護福祉士国家試験合格職員の人数に応じて補助金交付
合格者 1人当たり  。受験手数料            10.650円

・介護技術講習受講料の 1/2(上限 30,000円 )

問い合わせ :埼玉県福祉部社会福祉課福祉人材確保担当 (Tl10 4 8-830-3276)
詳   細 :埼玉県ホームベージ「介護職員キャリアアップ チャレンジ事業」で検索

[障害者の一般就労支援は な57L6561 fJ
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+平成23年度日本赤十字社特冒1社資募集結果報告+
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、皆様がrl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万を報告します。
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。

98件  1,405,000円 でした。

◆ 実 績 ― 覧 表 ◆        く順不同・敬称睛>

い愛鶏園 埼玉事業所  ¥Юp∞

赤城5t業い       ¥Ю oOO

アキヤマ石油産業∽   ¥10mO
∞好文会 あねとす病院 ¥50"0

②新丼1幾械製作所   ¥lQ∞O

石川建設ll埼玉北支店  ¥10∞ 0

石塚アルミ鋳造い   ¥,oOつ
い濶組        ¥lQO∞
いエムケー       ¥loO∞

ω太田園        ¥lQO∞
い大谷組        ¥Ю p∞

大屋印昴1い       ¥mpOO
おかべ物産観光③   ¥20"0
11オ リケイ       ¥20mO
カカン米穀∽     ¥30∞ 0

割薫 朝日屋     ¥lo∞ 0

0割薫 楓      ¥loα Ю

O双葉         ¥lQo∞
0割烹 若集      ¥100∞
金
=園

         ¥5o∞
川田獣医科医院    ¥10ゃ∞

0観光東武       ¥Ю p00

北関東陸運∽     ¥Ю
"O

0栗原電機

KYBい 1長谷工場

河野木材工業∽

小谷野興業0
埼玉グランドホテル深谷

∽斉藤葬祭

サンウエープエ業い深6製作所

三晃金属工業̈ 製作所

坂田自動車工業の

0山東電気

昭和電機い

い新吉

0新楽

い鈴木工務所

い関根弁之助商店

太平洋ェンプニアリングい

タイニックい埼玉工場

滝澤酒造い

税理士法人 武田事務所

たつみ印刷③

秩父コンクリートエ業い

中外電気工業い

いテラダ

い東亜興業      ¥10000
東京化成工業∽深谷工場 ¥10poo

O東京副ヨ堂lll谷工場 ¥iO000

③東京ワックス     ¥5000
東洋印刷

"      ¥●
∞0

東洋遭機∽      ¥10,∞0

∞ときわ園      ¥10∞ 0

豊澄電源機器

"川
本工場  ¥50∞

0△高圧コンフリーヽ い 玉工場 ¥10000

橋本自動車工業     ¥50∞
0はなその      ¥10ρ ∞

花園農業協同組合    ¥5ρ 00

医療法人 樋□医院  ¥10000

"深
谷自動車教習所  ¥lQOOO

深谷観光バスの    ¥lQ∞ 0

深谷倉庫∽      ¥30,∞0

深谷タフシー0    ¥10010
ふかや晨業協向組合  ¥300∞

深谷ミツワタクシー0 ¥30000

双葉通信機の     ¥100∞
さ河スカイい深谷工場 ¥20oOl

古郡建設0      ¥30000
0ホズミ       ¥20000

マルコーフーズの    ¥10001

水越医院 水越哲也  ¥10001
メモリアルホールロ部  ¥10000

い躍進電気      ¥10000
∽ヤナセ       ¥lQ∞ 0

∽やはた       ¥lQ∞ 0

大和紙器

"深
谷工場  ¥10,000

さ野屋         ¥5010
若宮商事∽      ¥10000
い渡辺商行      ¥10000
天日 利夫      ¥100∞
荒丼 文子      ¥200ρ ∞

粟澤  巌      ¥10poo
金子 雄輛      判 OO00

,可0 消寛          ¥10000

近藤 哲郎      ¥lQOOO
原  信重      ¥OQOOO
藤橋  彰      ¥5∞ 0

益岡 手之      襴 0∞0

町田 秀治      判0000

柳日 幸男      ¥100∞
吉澤 正貝J      ¥10ρ ∞

匿G希望 7件    ¥70o∞

¥10つ00

¥iOつO

¥5000

¥lQ∞O

¥10∞O

¥5,∞0

¥lQ∞0

¥100JO

¥10つ∞

¥"p∞

¥10つ00

¥20pO

¥10000

¥10∞ O

¥20∞0

¥lQ∞0

¥1000

¥10000

¥20000

¥10つ∞

¥10pO。

¥10pO

¥]0000

く順不同・敬称賠>

割 獅 吻 蹴
日赤深谷市地区では、深谷市赤十字奉仕団と協力し、東日本人震災で被災した友好都市の岩手県田野畑

村の復興支援活動を行ってまいりました。
現在、田野畑村では養殖漁業復興を目的に『口野畑わかめ復興サポーター』を募集しております。
そこで、日赤深谷市地区としても一人でも多くの方にご協力をいただき、田野畑村の復興に寄与できれ

ばと思っております。
趣旨に賛同いただきご協力いただける方は、 12月 22日 (本)までにサポーター支援金を添えて日赤

深谷市地区へお申し込みください。

田野畑村と田野畑わかめを支援して下さる・●L様に、プロジェクトのサポーターとしてご参加いただき、
いただいた支援金をワカメの養殖漁業復興に役立てるというものです。

1回  10,000円 (復 F_l支援+塩蔵ワカメ約 l kg)

※塩蔵ワカメは養殖施設、塩蔵ワカメカ0工施設が復旧した後に送付いたします !

問い合わせ先 :日 赤深谷市地区 (社会褐II協議会内)m573-6563

介議争lE認 はヽ 8573-6378 ●573-6869′ヽ


