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市内教育と福祉の交流拠点
深0市立教育研究所 深谷市ポランティア交流センター オープン ′

熊谷市・深谷市・寄居町赤十字奉仕団合同炊き出しヨ1練 ′
～深谷市赤+=奉仕団～

ボランティア活動を始
ボランティア活動をすると
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市内教育と福祉の交流拠点
深谷市立教育研究所 深谷市ボランティア交流センター オープン ′

市内教育 福祉の交流拠点として「深谷市

立教育611究所 深谷市ポランティア交流tン

ターJが 日沢6市消防本3跡u深 谷市本住

町 12番 8号 )に完成し 平成 22年 1月 4曰

(月 )こオープンしました

1階 が「深谷市ボランテイア交流tン
ターJ 23偕が「深谷市立教育研究所 Jこ

なつてもヽます

「深谷市ホランテイア交流センターJま ホ

ランティア活動をしていただくための施設

で ボランテイアルーム 録晉 朗読室 点訳

Ξ ホランテイアホールがあり 市内でポラ

ンティア活動を行っている国人および□体の方なら となたでも利用できます

また センター完成にl■ 0ヽ 沢谷市社会福祉協議会は 1階ポランテイア交流センター内に事務所を移転

しました

熊谷市・深谷市・寄居町赤十字奉仕団合同炊き出し訓練
～深谷市赤十字奉仕団～

1月 17● (0〉 こ潔谷市ホランテイア交流センターにおいて 熊谷市 深谷市 富居町赤十守奉lT団合同

炊き出 し劃練が6われました

7f十皇奉lt団の活動と して災言握助は 行」|や自衛隊と協力 し 炊き出 しか主な活動となります 参 ,]

した畢l■団の皆さんま それそれの炊き出し方法を,者にしてしヽました

lh災とポランテイアの日・ に近隕の市]]といっしょに実施し また 信1長交換できたことで 大変育意雲

な一日となりました
災害峙だけてなく 災

言への備えや復興におい

て 共的の絆によるボラ

ンテイアは高齢きや障害

きをはじめ人々の安全

安iいのI_め に大きな役害1

を果たします

あ0たも深谷市赤十字

零仕団の酒動に,0わ って

みませんか
     ク

※防災とポランテイアの日 平成7年 1月 17日の阪神 淡路大晨災てホランテイアの活動が注目されたこ

とをきつかけに 毎年 1月 17● は「lh災とホランテイアの曰1 1月 15～ 21日 ま「防災とポランテイア週

間」と定められました

E目 llll
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▲炊き出し割練の様
=

▲育思豊な情報交換ができました



ボランティア活動を始める″だ
ポランティア活動をするときのマナー

まずはあいさつと自己紹介をしよう′
少し電気を出して 自分のことを覚えてもらtlま しよう.

0価 褥 スム カ こしま丸

。 綱E脚 鰤 観 と動しましょう.

C留冒)鰹覇 ;覆事ξ蜆 詈′議 諜活動が一 .

困ったことがあったら遠慮しないで相談しよう′
いつまでも悩んていなしヽでまわりの人に相ましましよう.

どんなに小さなことでも、責任をもつて真剣に取りくもう′
自分で決めた活動だから 責任を持ちましょう.

遅刻や欠席するときは必ず事前に連絡をしましょう.

感謝の気持ちとおネしの言葉を忘れずに′
ボランティア活動は 多くの人がかかわってできるものです

そのことを忘れないようにしましょう.

そしてもうひとつ 活動中のあなたや他の人を守ってくれる ボランテイア

'き

動保険というものがあります。

「ポランテイア活動に行く途中に道で転んでケガをしたJ「 ポランテイア活動中に相手にケガをさせて

しまった」など ボランティア活動には予想もしなtヽケガや事故がつきものです そんな時のためにポラ

ンテイア活動保険に,0入しましょう.

保険の●‐続きは深谷市社会福祉協議会が窓0になつています

※平成21年度中にポランテイア活動保険に,0入 した方は 平成22年 3月 31曰に補償期間が健3しま

すので 弓き続きポランテイア活動をされる方は 3月 8日 (月 )よ りつ0入手続きを社会福祉協議会で

お願もヽします



ボ ランテ ィア募集 Volunteer Recruit

保肖ぶ ランティア募集 ′ ～あれ

“

勁 を資してし)たたl■まししか～

0保育ボ ジンテ ィア「Jく Jく J

保育ボランティア「すくすくJでは 小さなお子さんをお持ちのお母さんたちが請習会やセミナー

離乳食学級などに参加している間 お子さんのお世話をしています.

赤ちゃんの無,F気な実顔と子ともたちのきらきら光ろ瞳に 勇気と元気と優しさをもらっています

子どもが大好きIJ方 最非 仲間になってください.

問い合わせ 保育ボランティア「すくすく」

代表 酒井さん(8o48-575-0282)

一緒1こ散歩 したり、 ベントlc参加してくだきるがランティア募集 ′

0埼玉県,嵐山郷
~E度

の知的障害や重症′い身障害のある方々が入FF Tl用 している施設です.

散歩の付き添い イベント運営のお手伝いができるボランテイアを募集しています

問しヽ合わせ 埼玉県立嵐山郷

ボランティア担当 大野さん 高辻さん (80493-62-0471)

インフォメーシ∃ン lnformation

コピー機 印刷携を設置しました

0深谷市ホランティアセンター

深谷市ボランティアセンターでま ボランティアグループや市民活動団体のみなさんが利用できる

コピー機と印同1機をボランティア交流センターホールに設置しました

団体やグループの広報活動などを支援します.是非 有効活用してください。(有料 )

●深谷市社会福祉協議会

深谷市社会福祉協議会は NPO法人日本入l16リ サイクル協会に協力して 深谷

市ポランティア交流センター内に不要入れ歯回収BOXを設置しています。

入れ歯に使われている金属をリサイクル資源として回収し その収益金を財団法

人■ニセフ協会を通して世界中の恵まれない子たちへの支援に役立てています.

)寄付の方法

C汚れを落とし 熱場か入れ歯洗浄証 除菌タイプ)で消毒する

0新聞広告等の厚手の紙で包み ビニール袋に入れる

C回収BOXに投入する または封筒に入れて本会に郵送する           ▲入れ●副 ,BOX

(送 つ先 :〒 366-0823 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

深谷市社会福祉協議会 入れ歯リサイクル係 )

発行/深谷市ボランティアセンターは 谷市社会福ll協議会内)

〒3660323 深谷市本住町 12番 8号
8048-573-6663 田048-573-0806  Π口hup〃vハ″‐oity fukaya sa tama,p′shaky。′
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しも金属をグサイクルしこ 福祉活動に役立てでしヽます

1断搬


