
ボランテイアさん
車の運転が好きなかた

あいている時間を地域の為に活用したいかた

1 深谷市ボランティアセンターに登録している

|『運転ボランティアの会』・『移送ボランティア

1 花園』では、深谷市にお住まいで、通院等の

1 際に一般の交通手段の不」用が困難な高齢者や

1 障害者のための、福祉車両を運転するボラン

| ティアさんを募集しています。

| ◇活動内容◇

1  不」用者宅から病院や公共機関への送迎を福祉車両 (全てオー トマ車)を運転 し、乗降時 リフ

|  卜等の操作をしていただくのみで、禾」用者への乗降介助や付添いはしません。

| ◇活動時間◇

1  平日午前 9時 /DNら 午後 4時の間で、不」用者の予約と都合の良い日時。

1  現在の活動頻度は月に 2～ 3回程度です。

| まずは、お気軽にお問い合わせください。活動の見学・体験七可能です ! 閻翡趾レンテインマンター|

|《深谷市ボランティアセンター 日048-573-6563》

・ボランティア活動を始める前に～ボランティア活動保険～

・埼玉県社会福祉大会

・サロン応援隊 0社協応援団募集

・災害ボランティア募集

深谷市ボランティア連絡会力□入一覧

○

○

【運転ボランティアの会】 【移送ボランティア・花園】

女lllボランティア

さんも活躍中 |
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::ボランティア活動を始める前に ～ボランティア活動保険～
ボランティア活動中のあなたや他の人を守つて<れるのが、ボランティア活動保険です。

「ボランティア活動に行く途中に道で転んでケガをした」
「ボランティ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いケガや事故がつきものです。

活動を始める前には必ずボランティア活動保険に力日入しましょう。

|ご力日入いただける方     _
社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活

動センターなどに登録されているボランティア、ボランティアグループ、団体

※複数の団体に所属 してボランティア活動をしている場合は、内 1つの団体で申請をし、重複 しな

いよう注意 してください。

1対象となるボランティア活動

日本国内における 「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で、次の

いずれかに該当する活動とします。

◇グループの会貝」に貝」り企画、立案された活動であること

◇社会福祉協議会に届け出た活動であること

◇社会福祉協議会に委託された活動であること

※対象とならない活動

◆自発的な意思による活動とは者え難いもの

◆P丁∧、自治会、町内会、老人クラブなどボランティア活動以外の目的でつくられた団体・グル

ープが行う組織運営や団体構成員の親睦のための活動

◆有償ボランティア活動

◆自宅で行う活動

◆保険上対象外となっているボランティア活動

1補 1賞内容

ボランティアがボランティア活動中の急激かつ偶然な外来の事故によリケガをされた場合や偶然な

事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことにより法律上の損害賠償責任を負われた

場合に保険金が支払われます。

天災タイプでは、基本タイプにおける補償に力□え、天災

ます。(賠償責任の補償は基本タイプと同じです。)

1年間保険料

(地震、噴火、津波)によるケガも補償 し

基本タイプ 300円 450円
天災タイプ 430円 650円

Ш 避 皿 』 促 皿 L___
平成28年度は、平成28年 4月 1日 午前 0時～平成29年 3月 31日午後 120寺までとなります。

※中途力□入の場合でも、力□入申請の手続きが完了してから平成29年 3月 31日 午後12時まで

平成27年度中にボランティア活動保険に力□入した方は、平成28年 3月 31日 に補償

期間が終了しますので、弓|き続きボランティア活動をされる方は、平成28年 2月 29

日 (月 )よ り力日入手続きをお願いします。

‐♂
‐
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ボ ラ ン テ イ ア グ ル ー プ 2団体 が 受 革 ―埼玉県社会福祉大会―

平成27年 11月 20日 、さいたま市文化センターにて平成27年度埼玉県社会福祉大会が開催され

ました。

この大会において、深谷市ボランティア連絡会からは、社会福祉事業のボランティアとして、長

きにわたり率先して活動を行い、その功績が顕著と認められた 2団体が埼玉県社会福祉大会大会会

長表彰を受章されました。

市内地域を拠点に開催されている、ぷれあい・いきいきサロンや福祉施設等にて、あなたの才能

を発揮 してみませんか |レ クリエーシ∃ン団体の活動発表の場として活用しても結構です。ボラン

ティアをしていただく活動時間や派遣場所は、可能な範囲でお願いをしています。

「サロン応援隊 0社協応援団」へのご登録、お待ちしています |

まずは、社会福祉協議会へお電話でご相談<ださい。

≪深谷市社会福祉協議会 :8048-573-6563≫

深谷市社会福祉協議会では、平時における研修や∃|1練及び深谷市内外での災害時にボランティア

として可能な範囲内で活動していただく『深谷市災害ボランティア』を募集しています。

いつ、どこで起こるか分/DNら ない災害に備え、平時より災害や防災に関する技術を習得し、いざ

災害が起こった時には、被災地で活動を行っていただきたいと思います。趣旨にご賛同いただける

かたは、社会福祉協議会まで下記の方法によりご登録していただきますようお願いします。

【登録方法】

件名 「災害ボランテイア登録」、本文に氏名・r31り がな・住所・性別

生年月日・携帯電話番詈・血液型・職業・特技や資格等を入力の上、

メールで社会福祉協議会 (歴ヨ shakyO@ezweb.ne.jp)ヘ

学童保育、福祉施設でのポランティア活動

小学生見守り活動等
中学校、小学校、幼稚園での読み聞かせ

隊・社協応援団募集

ンテイア募集
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深谷市ボランティア連絡会加入グループを紹介します
ボランティア活動に関心のある方は、代表者へお問い合わせ ください。

(平成 28年 3月 現在)

◆ボランティアグループ 応、れあい
重度身体障害者が買い物する際の介助、施設行事の手伝い (皆光園)

太田さん  1  電話 :573-6837
◆深谷音訳 0朗読ボランティアはなみずき 広報5、 かやなどの吹き込み、希望図書などの対面朗読、学童保育室にて紙芝

居、講習会の手伝い谷本さん  1  電話 :574-3701
◆深谷点訳ボランティアの会 広報応、かや、市議会だより、社協だよりの点訳、依頼図書の点訳、講習会の

手伝い本木さん  1  電話 :575-1335
◆深谷手話サークルねぎの会

聴覚障害者との手話による交流、手話通訳者の養成活動など
柴崎さん  1  電話 :573-7097
◆保育ボランティア「すくすく」

小さな子どもや赤ちゃんのお世話、セミナーや母親学級の手伝い
酒井さん  1  電話 :575-0282
◆あじさいの会

たんぼぽ作業所にて作業の手伝い
茂木さん  1  電話 :572-2086
◆運転ボランティアの会

福祉車両による病院などへの送迎
寺山さん  1  電話 :571-5003
◆ボランティアグループ「わかば」

重度身体障害者が買い物する際の介助、施設行事の手伝い (嵐山郷)

持田さん  1  電話 :571-7823
◆点訳むらさきの会 依頼図書の点訳、深谷市内の小 。中学校への点字指導、ひとみ園/DNら の依頼

を点訳佐藤さん  1  電話 :572-0663
◆ガイドヘルプ「あいハート」

視党障害者が外出する際の介助
浅見さん  1  電話 :571-8250
◆深谷市図書館ボランティアの会

深谷市立図書館での書架整理、各地の図書館見学、その他学習活動
森さん   1  電話 :572-6652
◆彩の国いなほ会

音楽による施設訪間、地域振興や深谷の環境保全活動など
小泉さん  1  電話 :572-0076
◆深谷子どもの本の会

子どもの本を学ぶ、音話を語る、学校・図書館などでお話し会をする
福井さん  1  電話 :572-1237
◆介護サポーターズ深谷

家族の介護で悩みをもつた薄の集い 。交流
森田さん  1  電話 :571-0757
◆福祉イベントボランティアひまあり

福祉施設のイベン トの手伝い、環境美化活動
大西さん  1  電話 :573-3171
◆オーバー・フィフティーズ

音楽による地域交流
新丼さん  1  電話 :532-1894
◆みどりの文庫 も、れあいいきいきサロン、読み間かせ、講談社おはなしキャラバンヘのボラ

ンティア参力□青木さん  1  電話 :585-6284
◆川本朗読クラブひまわり

川本公民館だよりの録音、福祉施設での絵本・紙芝居・歌 。手遊び
馬場さん  1  電話:583-5274
◆ホームヘルバー′5、れあいネット

福祉施設の清掃、社会福祉協議会の行事補助
員下さん  1  電話 :583-3319
◆精神保健福祉ボランティア アンダンテ

作業所の手伝い、話し相手、イベン トの手伝い、スポーツ交流会への参力□
菅原さん  1  電話 :583-3187
◆動物愛護ボランティアぶ、れ愛の会 老人福祉施設及び児童養護施設でアニマルセラピー、小学生対象に動物介在

活動菅原さん  1  電話 :583-3187
◆川本おはなし会

学校や図書館で子どもたちに昔話や紙芝居、絵本などを読む
上里さん  1  電話 :583-5242
◆泉の会

レクリエーシ∃ン指導、機能∃練参力□の話し相手、介助
藤野さん  1  電話:584-1592
◆移送ボランティア花園

福祉車両による病院などへの送迎
横川さん  1  電話 :584-4802
◆サーブの会

小学校、幼稚園での読み聞かせ会や朗読会
井□さん  1  電話 :584-2824
◆花園福祉ボランティアすばるの会

学童保育、福祉施設でのボランティア活動、小学生の見守り活動など
町田さん  1  電話 :584-0237
◆はなぞの

幼稚園、小学校、中学校での読み間かせ
福田さん  1  電話 :584-0959
◆ハーティ・ウィンド・アンサンブル

音楽による市内福祉施設訪問
小田さん  1  電話 :571-0214


