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～今回は、深谷地区で開催している
『西島サロン』を紹介します～

西島町自治会では、昨年 12月 に『西島町/31れあい・いきい

きサロン』を立ち上げ、今年 11月 で丸 1年 (全 12回)が経過
しました。

地域住民の元気な顔を月 1回見ることの喜びを感じながら

『地域の人々とふれあい楽し<元気に活きるを目指して、お茶

を飲みながら楽しいおしゃべりとお友達づ<り をしてみません

か』を合い言葉 |こ『毎月 1回 。第 4水曜日』を開催の日と決め

て実施しています。

世話役も男女 6人で運営し、内容は「カラオケ大会」「輪投

げ大会」「僧侶による般若心経の解説 。講話」「マンドリンの

演奏と愛唱歌の合 D昌」「ビデオ・ D∨Dの鑑賞」「茶話会」等、

毎回楽し<過ごせる内容を選んで開催しています。

この 1年間は参加者が毎回 40名前後でそのほとんどが女性

ですが、今後は男女や年齢に関係な<『誰もが気楽に参加出来

る内容』を念頭におきながら開催内容も更に変化をつけて行こ

うと思っています。

西島町ふれあい 。いきいきサロン 世話人 神岡 崇
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西島サロンミニコンサー ト風景 (演奏 :ア ンサンブル自百合 )
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社協八基支会 ふれあい・いきいきサロン報告

八基支会では 「いきいきサロン」を行っているところが 5地区あります。上手計、町田、南阿賀野、

北阿賀野、血洗島地区では民生委員 。児童委員が主体になり自治会 。老人会・PTA役員等の協力を得

て開催しています。高齢者や子ども達が積極的に多数参加して楽しく活動しています。それはみんな

で一緒に一つの事をやったり、情報交換をしたりする場があるからです。

いきいきサロンに参加することにより「生きがいづくり」 「仲間づくりJ「介護予防」等が図れる

のだと思われます。実施している地区はますます楽しく充実した 「いきいきサロン」になるよう努力

しています。また、全地区で行えることを目標に頑張つていきたいと思います。

氏詭●コ嘔■■■■E ,‐ ヾ

▲町田地区で健康体操

′°lQ叩。2・

▲上手計地区で子ども達と食事会

ホームページ http://www.ctty.fukaya.sattama.jp/shakyo/ ロ
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▲血洗島地区で腹話術 ▲血洗島地区で輪投げ

▲町田地区で大正琴観賞

▲上手計地区で ヨーヨー釣 リ

深谷市社協⊂∋ヽ
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社協上柴交会 サロン活動報告
上柴地区では、現在 11地区でふれあいいきいきサロンが開催されています。

どのサロンも地域住民の方の笑顔があふれています。みなさん是非参力日してみて<ださい。

今回は、『上柴町西 1丁ロサロン』を紹介いたします。

痰1ミ

い きい きサ ロ ン開 設 ま での 流 れ
。平成20年 12月 自治会班長会議にてサロン

開設の承認を得る
。ボランテイアを募り開設の準備
。名称を「西―いきいきサロン」に決定
。平成21年4月 14日開設
。毎月「西―いきいきサロン」新聞発行

日

酵
~

サ ロ ン の 内 容
。開催場所 自治会館
。対 象 者 60歳以上と子育て中の方
。開 催 日 毎月1回 第2火曜日

100寺 ～128寺 30分
。実施項目 ①挨拶 ②健康体操

③7]―デイル演奏と歌

④講話 ⑤娯楽 ⑥軽食

「西一いきいきサロン」は自治会の事業とし、運営はボランティア 7名で行っています。参加者の年齢は下は60
歳から上は 87歳 と幅広く、参加形態も一人・夫婦・親子と様々です。一回当りの参加者は 25名前後ですが夏休

みと冬休みは子供たちも加わり総勢 70名 の大イベントになります。

当サロンの特徴はボランティア精神の高さです。利用者一人一人が自分の得意分野を活かし講師役を引き受けて

くれます。参加者は自分に合った催し物を自由に選び過ごします。また、その時々で内容が変るので無理に参加す

る必要はありません。たわいの無いおしゃべりでひと時を過ごすこともあります。

このサロンは色々な方からの善意で成り立っていることを利用者はよく理解しています。その恩返しと言うわけ

ではありませんが町内の保育園にお手玉を贈ろうと言うことになり、 6月 から作成に取り掛かり中身に使うじゅず

だま (イ ネ科)を畑に作付けしておき、実を収穫した 10月 のサロンで全員で完成させました。早速出来上がった

170個 のお手玉を保育園に届けると、とても喜んでくれました。

西一いきいきサロンが地域に根ざし、 3世代が集う交流の場になることを祈っております。

Eメ ール:shakyo@clty.fukayaosaitama.jp

実施済みの娯楽内容
・囲碁 。将棋
。折り紙 。あ手玉

・ トランプ 。ゲーム

・D∨D鑑賞

・グラウンドゴルフ

・花見会

・クリスマス会

上柴町西―いきいきサロン  新山 すみ
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て卜毬も凛署腱ヨ鷲琶ヨ8ロヨ《ヨ‖協南支剣
～ 煮ぼうとう作りを園児が体験 ～

口■■

「
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社会福祉協議会南支会では、南公民館、深谷西幼稚園、桜ケ丘幼稚園、南地区青少年健全育成

会、深谷市自治会連合会南支会及び深谷市民生委員・児童委員協議会南地区との共催により、10
月26日 (火)南公民館を会場に家庭教育学級と子ども料理教室を同時開催しました。

子ども料理教室は、子どもたちに食の大切さと郷土料理を学んでもらうことを目的として実施

し、深谷西幼稚園と桜ケ丘幼稚園の 5歳児 75人が参力□し、市の郷土料理「煮ぼうとう」作りを

体験しました。

具材の野菜は南地区の農家から提供され、園児達は南地区民生・児童委員の手ほどきで、野菜

切りなどをし、その野菜を使い、郷土料理煮ぼうとうの次世代への伝道師を標榜する「武州煮ぼ

うとう研究会」のメンバーが調理をしました。

家庭教育学級で郷土料理の大切さを学んだ保護者達は、出来上がったあつあつの煮ぼうとうを、

親子で何杯もあがわりをしながら、和気あいあいと味わいました。

園児達からは、「皮ぬきが楽しかつたよ」「嫌いなものが食べられたよ」「煮ぼうとうがあい

しかったよ」「また料理したいな」などと感想が寄せられました。

参力B者はもとより、ご協力いただいた関係団体の皆さんも多いに楽しみ、地域間交流や活力と

笑顔が溢れる南地区の実現となる大きな力を感じました。

岡部支所 8585-6979 深谷本所 85736563

■

■

議轟計一い牌“
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10月 31日 (日 )、 深谷市総合体育館 (深谷ビッグター トル)玄関前広場をメイン会場として、『第5回

深谷市福祉健康まつり』が開催されました。

台風の接近により、30日 (土)は中止となりましたが、翌日の31日 (日 )は、天候も回復し、施設利

用者の創作品の展示・即売をはじめ、各種ポランティア団体等による模擬店や催 し物、福祉車輛 。福祉

用具の展示、深谷市のイメージキャラクター「ら、つかちやん」も登場 したほか、今回は 「障害者文化作

品展」も同日開催され、来場者数は、 10,O02人を数え、大勢の方で賑わいました。

」
一
゛
ｆ
ヮ
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□ 花園支所 85791356 り|1本支所 85837600

ハ
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◎寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
在宅の高齢者及び障害者に布団の洗濯 0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あ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

① 70歳以上のひとり暮らしの方
② 75歳以上の高齢世帯の方

③要介護認定で、要介護405の方
④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
利用内容 1回につき、敷き布団、掛け布団、毛布各 1枚を限度
澤り用 料 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。)※利用料は、変更になる場合もあります !

申 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<ださい。

◎訪問理美容サービス事業
理容院または美容院へ行<ことが困難な高齢者及び障害者に理容師または、美容師が家庭を訪問してカッテ

イング (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あうえで、寝たきり高齢者等であり、下記

のいずれかに該当する万
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・ 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 年間 4回
澤り用 料 1回 5,000円。 (ただし、自己負担額は、 1回 1, 000円。)※利用料ま、変更になる場合もあります|

申 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<ださい。

◎ ひ と り親 家 庭 親 子 の 集 い  ～ 日帰 リス キ ー旅 行 ～

期  日 平成 23年 2月 19日 (土 )

行 き 先 水上高原スキー場
対  象 市内在住のひとり親家庭親子
募集人員 40名 (定員になり次第、締め切ります。)

受  付 12月 6日 (月)から、先着順に受け付けます。
参 カロ費 親子 2名 で2, 000円。 (1名増すごとに 1, 000円追加)※ リフト券・昼食は自己負担
申 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、申込み<ださい。

上 記 の 問 い 合 わ せ ・ 申 込 み 先 深谷市社会福祉協議会 (8573-6563)
◎各支所 岡部支所 (8585-6979) 川本支所 (8583-7600) 花園支所 (8579-1356)

善 意 の 寄 付 金
当協議会に対し次の寄付金が寄せられました。

i覇菫ζF「 :子Tl■III争 :il:
讐量主罰甲争IIIII:1111:|:::目
和音の会…・…・……・…………………・……… 5,000円
チヤリティー不日音の会第 1回 カラオケ発表会… 20,314円
l■l五代化学 女沐」龍美…・……………………・8,379円
NPO法 人茜雲 あったか村……………… 1,000円
四つ葉のクローバー………………………… 3,000円

(平成22年 8月 1日～10月 31日 )

ありがとうございました。 (敬称略)

5ヨ塁:躾 三井 IIII]|!1目
彩の国 いなほ会…………………………… 1,000円
すたんど割烹 三善……・……・………………3,000円
サンカンパニー 駅前ホルモンだろま山…3,000円
ラーメンチヨツプ藤よし……………………5,080円
」Aふかや年金 。共済友の会・…………… 17,005円
原 信重…… ……………………………… ……………13,349円
松本 彪……・…………・…………・……… 10,000円
深谷市更生保護女性会…………………… 10,204円
花園中央ダンスクラブ・…・……・…・……150,000円
l■lヤオコー上野台店………・…・……………。7,500円
四郎丸祀子…………………………………24,113円
ラーメンチヨツプ藤よし……………………4,420円

固
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財団法人さい しん福祉財団では、深谷市在住の方でデイサービスやショー ト

ステイを利用 しながら介護をしている方をバス旅行にご招待 します。

日 時 :2月 9日 (水 )

集 含 :8時 00分に深谷市総合体育館第 2駐車場

旅行先 :東京スカイツリー見学、浅草寺仲見世散策、和食の鉄人懐石ランチ

対象者 :深谷市在住で在宅介護をしている家族の方及びデイサービス等に被

介護者を預けている家族の方

定 員 :25名 (先着順)

参加費 :無 料

申込み :12月 7日 (火)か ら12月 20日 (月 )ま でに社会福祉協議会

(8573-6561)ヘ

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<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<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イ牛 2,013,000円 でした。
順不同。敬称略

称名 額金 称G 額金

(株)愛鶏園 埼玉事業所 ¥10,000

赤城ラし業 (株)    ¥10,000
アキヤマ石,出産業 (株)¥10,000

(医 )好文会 あねとす病院 ¥50,000

(株)新丼機械製作所  ¥10,000

石川建設(株)埼玉北支店 ¥10,000

石塚アルミ3寿造 (株)  ¥10,000

(株 ),P・l組        ¥10,000
(株)ェ ムケー     ¥10,000
(資)太田園      ¥10,000
(株)大谷組      ¥10,000
大屋印刷 (株)    ¥50,000
おかべ物産観光 (株) ¥20,000
(株)オ リケイ     ¥20,000
カカシ米穀 (株)   ¥20,000
害J烹 朝日屋     ¥10,000
(有 )害庁言 楓     ¥10,000
(有 )双葉       ¥10,000
(有 )害」烹 若菜    ¥10,000
金子園        ¥5,000
川田諄医科医院    ¥10,000
(有 )観光東武     ¥10,000
北関東陸運 (株)   ¥10,000
KYB(株)熊谷工場  ¥10,000

河野本材工業 (株 )

小谷野興業 (株 )

埼玉グランドホテル深谷 ¥10000

||)斉藤葬祭 ¥5000

丁)'ニ ー

'二

■■ F=髪
=チ
 ¥10000

三晃全罵工業(FI F谷襲 =干
¥10000

坂田自動車工業鯨) ¥10000
(株)山東電気

昭禾□電機 (株 )

(株)新吉

(合)新楽

(株)鈴木工務所    ¥10,000
(株)関根弁之助商店  ¥20000
太平洋エンジニアリング(す)¥10,000

ダイニックは)埼玉工場 ¥10,000

大東食研 (株)深 谷工場 ¥20,000

大禾晰 器 (株)深谷工場 ¥10,000

滝澤酒造 (株 ) ¥10,000

税理士法人 武田事務所 ¥20,000

たつみE日 届J(株 ) ¥10,000

(有)タ ネの黒澤     ¥5,000
秩父コンクリートエ業(株)¥10,000

中外電気工業 (株)  ¥10,000
(株)テ ラダ

¥5000

¥10000

¥10000

¥10000

¥20000

¥10,000

¥10,000

(株)東亜興業 ¥10,000

東京4ヒ

'工

業lT=1深谷工場 ¥10,000

,テ :東京こ月菫言:谷工場¥10,000

1=東京ワックス   ¥5,000
員洋這嗜:,'     ¥10,000
1資 )と きわ園

反の示ロスポーツ

豊澄電源機器(株 )り 本工場 ¥5000

三基高圧コンクリート(妹 )埼玉工場¥10000

¥10.000

¥5,000

¥5,000

¥10000

古BF」 建設(株 )

侑)ホズミ

マルコーフーズ (株) ¥10,000

橋本自動車工業

(有 )はなぞの

花園農業協同組合   ¥10000
医療法人 樋□医院  ¥10,000

(株)深谷自動車教習所 ¥10,000

深谷観光バス (株)  ¥10,000
深谷倉庫 (株 ) ¥30,000

深谷タクシー(有)  ¥10,000
ら、かや農業協同組合  ¥30,000

深谷ミツワタクシー侑)¥30,000

双葉通信機 (株)   ¥10,000
古河スカイ(株)深谷工場 ¥20,000

¥30,000

¥20,000

水越医院 水越哲也  ¥10,000

メモリアルホール岡部 ¥10,000

(株)躍進電気     ¥20,000
(株)ヤ ナセ      ¥10,000
(株)や はた       ¥10,000
吉野屋        ¥5,000
若宮商事 (株)    ¥10,000
llt,渡辺商行     ¥10,000
荒丼 道男      ¥3,000
粟澤 巌       ¥10,000
宇野 賞      ¥200,000
金子 雄輔     ¥10,000
,可 田 清寛      ¥10,000
近藤 哲郎     ¥10,000
田辺 敏彦     ¥200,000
千野 恵三     ¥130,000

原 信重      ¥20,000
藤橋 彰       ¥5,000
益岡 孝之     ¥10,000
0」田 秀治      ¥10,000
柳田 幸男     ¥10,000
告澤  正則       ¥10,000

匿名希望 7件   ¥360,000

■ 障害者の一般就労支援は8573-6561ヘ



社会福祉協議会では、次のとおり職員を募集します (平成23年 4月 1日採用予定)

職 種 資 格 募集人数 年 齢

一般事務
保健師 1人 昭和 46年 4月 2日以降に生まれた万

社会福祉■ 又は
精神保健福祉■

1人程度 昭和 56年 4月 2日以降に生まれた万

受験申込受付期間

試  験  日 時

試 験 方 法

☆募集案内は、 1

:12月 6日 (月 )から 12月 24日 (金)までの 98寺から 17時まで

:平成 23年 1月 16日 (日 )午前 9時
:1次・筆記試験、 2次・人物試験 (1次合格者)

2月 1日 (水)から深谷市社会福祉協議会窓□で配付します (90寺から21時 )

No.23 平成22年 12月 1日 ふかや市 社L協だより

『 61れあいいさいきサロン支援者研修会』開催
～地域の方の実顔のために !ボランティア奮闘中 !!～

社会福祉協議会では『/31れあいいきいきサロンの普及・充実』を重点目標にし、市内全域にサロンを普及すべ<サロン活動を

支援しております。

去る 9月 29日 (水)にサロン活動の効果や利点を支援者と共有し、情報提供を目的に『サロン支援者研修会』を開催しまし

た。当日は227名の方が参加し、埼玉県内のサロン実施状況の報告や今年 7月より募集しているサロンを運営するボランテイ

アをサポートするために結成された『/3Nれあいいきいきサロン応援隊』の活動を紹介するなど、これからのサロン活動の参者と

なる研修会となりました。

現在、市内 80地区でサロンが開催されており、サロンではた<さんのボランテイアが運営に参加していただいております。

そんなサロンで一芸を披露していただける『サロン応援隊』を随8寺募集しておりますので、是非登録いただきサロンのサポー

ターになって<ださい。
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介護相談は 8573-6561 8573-6869ヘ □

仕 事 給  与 資 格 等

手話通訳派遣事業
月給 170,000円

(経験により優遇措置あり)

手話通訳士、県登録者又はそれと同等の

技術を有する方で概ね 55歳までの万

勤 務 時 間 :職員に準ずる

待   遇 :賞与年 2回、各種保険力□入、交通費支給

採用年月日 :平成 23年 4月 1日

〈応募方法〉

■ 電話連絡の上、履歴書 (写真添付)・ 資格証のコピーを持参又は

郵送して<ださい。

■ 12月 6日 (月 )から受付開始いたします。


