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▲深谷点訳ボランテイアの会は、毎月「広報ふかや」を点訳し、視覚障害者にお届
けしています。

彩の国ボランティア体験プログラム |



ボランティア活動に興味や

蘭泥)はあっても、

参加するきっかレナが

なかった方…

まずlま体験してみませんか ?

写の福祉施設と連携し、ご協力いただきなが

プログラム」を実施し、ボランティア活動

この体験をとおして、ポランティア活動をはじめてみませんか !

プログラムメニュー Program ttenυ

[①②③④共通]

対  象 中学生以上の方

費  用 ポランテイア活動保険料 (市内の方=140円 、市外の方=280円 )

申し込み 7月 6日 (水)からボランテイア活動保険料を添えて、深谷市ボランテイアセンター

(深谷市社会福祉協議会 C)573‐ 6563)ヘ

日 自分にあった活動を考えよう
いつ ?例えば、 1週間のうち何曜日にできるか、何時間できるかなど、時間的条件を考えましょう。

他に、どこで ?何のために ?活動するのか者えてみましょう。そして、自分たちにあつた活動を探して

みましょう。

施設利用者との交流をとおして、高齢者福祉

の理解を深めましょう !

施設利用者との交流をとおして、障害者福祉

の理解を深めましょう l

保育園でのボランテイア !園児との交流、

育補助、その他手伝い。

学童保育室でのボランテイア !元気な子ども

たちがいっぱいいます。



東日本大震災の被災地でのポランティア募集
=

ボランティア募集 yolυnteer Recrυ il

◆ボランティアグループふれあい
毎月第 2金躍日の午後に、皆光園に入所されている重度身体障害者の方が買い物に行った際の介

助をしています。
是非、あ仲間になっていただける方を募集しています。

問い合わせ ボランテイアグループふれあい

代表 太田さん (① 048‐ 573‐ 6837)
◆泉の会

私たち、ポランテイア「泉の会」は、病院への付き添いや機能訓練に参力□し、その方の話し相手
や介助等を行っています。
お0寺間のある方、ご一緒に活動してみませんか。会員を募集しています。

問い合わせ 泉の会

代表 藤野さん (① 048‐ 584‐ 1592)

深谷市社会福祉協議会では、東日本人震災の被災地での復興支援を行う市民ボランテイアを募集しま
すのでご協力をお願いします。

1 募集期日

1回 目 :平成 23年 7月  9日
2回 目 :平成 23年 7月 16日
3回 目 :平成 23年 7月 19日

土

土

火

2 募集人員 各 回 4 0名 ※先着順

3 参加条件
原則として、深谷在住・在勤・在学の 18歳以上で体力に自信のある方で車中泊や

長時間の移動に耐えられる方
4参 加 費 天災ボランテイア保険の実費 (Aプラン :490円 、 Bプラン :720円 )

5 集合場所
深谷市社会福祉協議会 <深谷市本住町 12-8>
※自家用車は駐車可能です

6 1活動場所 宮城県石巻市 (現地の災害ボランテイアセンターの指定場所)

7 活動内容

ガレキ撤去 (被災建物内外の片づけ作業)、 側満の泥かき、物資の仕分け、避難所

運営補助、流出物の洗浄などで被災者の要望があった作業。
※現地雨天の場合は、活動作業が中止になる場合があります。

日  程

(各国共通)

0:00
0:15
7:30
8:30
6:00
7:00
3:30

集合 (深谷市社協)

深谷市出発

宮城県石巻南災害ボランテイアセンター到着

活動開始

活動終了、片付け・着替え

宮城県石巻市災害ボランテイアセンター出発

深谷市到着予定
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9‐ 1交通手段 貸切大型バス

10 持 ち 1物

作業着 (汚れてもいい長袖・長ズボン)、 安全靴・長靴(釘の踏み抜き防止ソール

装着)、 防塵マスク、厚手の手袋・革手袋、ビニール手袋、帽子、防塵ゴーグル、

ナップザック、雨含羽、タオル、保険証の写し、着替え、飲みか 食べ物 (現地で

の朝食・昼食)、 その他各自で必要と思われるもの。

※現地では何も調達できないことを前提に準備をして下さい !

申込み

7月 1日 (金)8時 30分から電話でお申し込みいただ<か、直接社会福祉協議会
へお越し<ださい。なお、参力□者全員にポランテイア活動保険に加入していただき
ますが、加入手続きは、 1回 目は7月 6日 (水 )、 2回 目は7月 13日 (水)、 3

回目は7月 15日 (金)までにお済ませ<ださい。なお、定員になり次第申し込み

受付を中止します。

《受付時間》 8時 30分～ 17時 15分 (月 曜から金曜まで)

深谷市社会福祉協議会 TEL:048-573-6563



目□回■回■■
夏休みの 3日間を利用して、ちよっとだけ点字盤を使って文章を点訳したり、

手話であいさつや自己紹介をしてみませんか。

対象者 小学 4年生以上の方

と き 7月 25日 (月)～ 27日 (水 )

10:00～ 12:00
ところ 深谷市ボランテイア交流センター

定 員 先着 30人
参加料 無料

対象者 小学 4年生以上の方

と き 8月 1日 (月)～ 3日 (水 )

10:00～ 12:00
ところ 深谷市ボランテイア交流センター

定 員 先着 30人
参加料 無料

点訳教室 手話教室

夏休みボランティア養成講座
児童・学生を対象にボランティア活動の参加のきっかけづくりのためにボランティア養成

講座を開講します。夏休みの 1日 を利用して、車いすの使い方・介助の仕方、視覚障害者

のガイ ドヘルプを体験してみませんか。

と き 8月 19日 (金)9:00～ 12:00
ところ 深谷市ポランテイア交流センター

定 員 先着 40人
参加料 無料

朗読講習会 [入門]

視覚障害者を支援するための朗読講習会です。視覚障害者への理解を深めるとともに、朗

読とは何か、また表現技術を学びます。

対象者 市内在住か在勤・在学の方

と き  9月  7日 (水)、  9月 14日 (水 )、  9月 21日 (水)、  9月 28日 (水)、

10月  5日 (水)、 10月 12日 (水)の 6回は、 14:00～ 16:00、
10月 18日 (火)、 10月 26日 (水)、 11月  2日 (水)、 11月  9日 (水 )

の 4回は、 10:00～ 12:00
ところ 深谷市ボランテイア交流センター

定 員 先着 25人
参加料 無料

【問い合わせと申し込み】深谷市ボランテイアセンター ①048¨ 573¨ 6563

◆深谷点訳ポランティアの会
私たち、深谷点訳ボランテイアの会は、 18人で活動し

ています。

活動内容は、昭和 58年から「広報ふかや」、「市議会

だより」、「社協だより」を点訳して、視覚障害者にお届

けしています。また、個人依頼された本なども点訳してお

ります。毎年 12月には、翌年のカレンダーや高崎線の改正された時刻表

なども点訳して希望する方に送付しています。

深谷市ボランテイア交流センター内の点訳室 (写真右)で、主に活動し

ています。点訳から印刷まで一員して会員で行つています。

理想は、日の不自由な方たちの目になりたいと、高い志をもち、少しでもお役に立ちたいと願つています。
ただ、点訳は地味な作業なので、新規会員が集まりに<<、 少しでも私どもと一緒に活動して<ださる方が

増えることを期待しています。
点訳のことなど何も分からな<て も、優し<講習しますので、是非、ご一緒に活動してみませんか ?

深谷点訳ボランティアの会 代表 高木みさ子

発行/深谷市ポランテク センター(深谷市社会福祉協議会)

〒366-0823 埼玉県深谷市本住町12番8号 TEL048(573)6563 FAX048(573)0806
口口http://Www.fukaya― shakyo.com/
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