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▲視覚障害者に届けるため、広報ふかやをテープやCDに録音する深谷音訳・朗読
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復興支援ボランティアを派遣しました
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ボランテイアを募集し、 7

月 9日、 16日 に宮城県石巻市へ、 7月 19日、 8月 18日 、 22日 に宮城県南三陸町へ、 8月 20
日、 24日 に岩手県陸前高田市へのべ 283名 を派遣しました。現地では、側溝の泥だしやガレキの

撤去などを中′さに

'舌

動しました。

石巻市、陸前高田市のボランテ

イアに参力0し ました。午前 0時に

出発、深夜に帰宅の強行スケジユ

ールでした。

皆さんとの交流を図りながら、

与えられた仕事をやり終えること

ができました。除車と0まわりの

種蒔き、ガレキの撤去でした。想

像以上の惨状で胸を打たれました。

きつと0まわりも咲いたことでし

よう。印象深い体験でした。

(60代・女性)

日帰リバスで南三陸町へ。台風

に備えた河川等のガレキ撤去を

40人で朝 9時から午後 4時まで

行つた。

すれ違う住民のあばあちゃんに

「ありがとうJと会釈され、巡回

中の警察官からも敬礼された。地

元の方が毎日辛い思いをしている

中で私のような微力な手伝いへ感

謝を示してくれることに涙がでた。

復興を願い続けていきたい。

(40代・女性)

含回ポランテイア活動に初めて

参力Dし、 7月 19日 と8月 22日
に宮城県南三陸町へ行かせていた

だきました。

現地の被害は予想以上で、海面

から約 10mの高さのあらゆる物

に津波の傷跡がありました。 2日

間の作業で撒去できたガレキはご

く一部だつたかもしれませんが、

多くのボランテイアの協力によつ

て 1日 でも早く復興してほしいと

思います。   (30代 ・男性)

新潟県商魚沼市ヘボランティアを派遣しました
新潟県豪雨災害で甚大な被害を受すた友好都市である南魚沼市に災害

ボランテイアセンターから要請を受け、 8月 11日、 22日にのべ 21

名を7FK遣 しました。

現地では、民家の床下の泥だしなどを中心に活動しました。

▲床下の泥だし作業の様子

また、厳 しい雪国でもある南魚沼市では、ポランテイアセンターが除

雪ボランテイアを必要としており、その要請を受け、 1月 11日 に 6名

と 2月 2日に 5名 を派遣し現地で活動しました。

ボランテイアの皆様、ご<ろうさまでした。
▲雪下ろし作業の様子

ボランティア募集

深谷市災害ボランティア
深谷市社会福祉協議会では 平時における研修や訓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、どこで起こるか分からない災害に備え 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「災害ボランティア登録」 本文に氏名 住所 性別 生年月日 携帯電話番号 血液型 職業を入

力の上、メールで社会福祉協議会 (shakyo@bb knet.ne.jp)ヘ

ボ フ ン ア イ ア 活 動 J記 |



ボランティアグループ「わかば」ら4団体が受章 ―埼玉県社会福祉大会―

平成23年 11月 25日、埼玉県社会福祉大会が埼玉会館で開催されました。

この大会において、深谷市ボランテイア連絡会がらは、ボランテイアグループ「わかば」が知事表

彰を、点訳あらさきの会、ガイドヘルプ「あいハート」、深谷市図書館ポランテイアの会が大会会長

表彰をそれぞれ受章されました。

活動中のあなたや他の人を守ってくれる、ポランテイア活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ケガをした」「ポランテイア活動中に相手にケガをさせてしまつ

た」など、ポランテイア活動に|ま予想もしないケガや事故がつきものです。そんな時のためにポラン

ティア活動保険に加入しましょう。

保険の手続きは深谷市社会福祉協議会が窓□になっています。

※平成 23年度中にポランティア活動保険に加入した方は、平成 24年 3月 31日 に補償期間が終了

しますので、引き続きボランティア活動をされる方は、 3月 12日 (月 )よ り加入手続きをお願い

します。

○ポスター・チランの掲示でポランテイアを募集する方法

ボランテイアの募集を周知したい場合は、深谷市ボランテイア交流センター内のホールにポスター・

チランの掲示が可能です。

○ボランテイアだより (本誌)でボランテイアを募集する方法

本誌 (毎戸配布)で広く周知したい場合は、発行月の 2か月前までにご相談ください。

本誌の発行月は 3月 と7月です。

◆深谷音訳・朗読ボランティアはなみずき

私たちは、昭和 50年に設立し、現在 41人で活動中です。

目の不自由な方に、広報ふかや、市議会だより、社協だより、深谷市地域福祉かわら

ばん、声の雑誌、依頼図書等を深谷市ポランテイア交流センターの録音朗読室で録音してカセットテ

―プ版とCD版でお届けしています。

また、近年は深谷市立図書館でのお話し会、学重保育所、地域

の子供会、いきいきサロンでの絵本・紙芝居・朗読劇等の出張お

話し会もしています。

試聴版のCDを深谷市役所総合案内や社協窓□に置いています。

声に出して内容をより正しく相手に届けるためには勉強が必要

であり、また皆で協力していくことが求められます。

ボランテイアをしながら、実は私たちも共に学び含っているこ

とを教えてくれます。

ボランティア活動を始める前に ―ボランテイア活動保険一

ボランティアを募集したい方・団体へのお知らせ

深谷音訳・朗読ボランティアはなみずき 代表 :谷本 雅江
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ボランティア活動に関心のある方は 下記のグループまでお問い合わせください.

グ ル ー プ 名 代表者・連絡先 活 動 内 容

ボランテイアグループ ふれあい 太田さん (0573-6837) 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)

鵬 訳.用読ボランテイアはなみずき 谷本さん(0574-3701) は報ふがやなどのテープ吹き込み、希望図書などの対面朗読、学菫保育室にて紙芝居

深谷点訳ボランテイアの会 高木さん(0571-2634) 広報ふかや、市議会だより、社協だよりの点訳、希望図書の点訳

深谷手話サークルねぎの会 柴崎さん(0573-7097) 聴覚障害者と手話による交流、手話通訳者の養成活動など

整理ボランテイアの会 益田さん(0573-7008) □―タスクーポンの点数整理、使用済み切手などの整理

保育ポランテイア「すくす<」 酒丼さん(0575-0282) 小さな子どもや赤ちゃんのあ世話、セミナーや母親学級の手伝い

あじさいの会 茂木さん(0572-2086) たんほぼ作業所にて作業の手伝い

運転ボランテイアの会 下山さん(0571-6381) 在宅福祉推進車で病院などへ送迎

ポランテイアグループ「わかば」持田さん(0571-7823) 重度身体障害者ガ買い物する際の介助、施設行事の手伝い(嵐山郷)

菜の花会 金子さん(0572-4349) 特別養護老人ホームでのポランテイア活動(藤の本荘)

点訳あらさきの会 佐藤さん(0572-0663) 希望図書の点訳、ひとみ園からの依頼を点訳

ガイドヘルプ「あいハート」田畠さん(0573-4582) 視覚障害者が外出する際の介助

深谷市図書館/■iランテイアの会 森 さん(0572-6652) 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

彩の国いなほ会 大庭さん(0571-1179) 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

深谷子ども本の会 小幡さん(0575-0893) 子どもの本を学ぶ、音話を語る。学校、図書館などであ話し会をする

介護保険サポーターズ深谷 森田さん(0571-0757) 老人センターでの介護相談、高齢者の話し相手

福祉イベントボランテイアひまあり 渡部さん(0573-6576) 福祉施設のイベントの手伝い、環境美化活動

移送ポランテイア岡部 杉本さん(0585-3352) 在宅福祉推進車で病院などへ送迎

みどりの文庫 手計さん(0585-4064) ふれあいいきいき,0ン満み蘭かせ、講談社おはなしキャラバンヘのポランテイア参加

川本朗読クラブひまわり 馬場さん(0583-5274) 川本公民館だよりのテープ吹き込み、福祉施設で対面朗読

ホームヘルバーふれあいネット 真下さん(0583-3319) 福祉施設の清掃、社会福祉協議会の行事補Et

精神保健福祉ボランテイア アンタンテ 菅原さん(0583-3187) 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加

動物愛護ポランテイアふれ愛の会 菅原さん (0583-3187) 老人福祉施設及び児童養護施設でフニマルセラビー、小学生対象に期勿介在活動

点訳ポランテイアの会「木いちご0会」吉田さん (0583-5150) 教科書、各書物の点字翻.PN

川本あはなし会 上里さん (0583-5242) 学校や図書館で子どもたちに音話や紙芝居、絵本などを読む

泉の会 藤野さん(0584-1592) レクリエーション指導、機能訓練参力0の話し相手、介助

移送ボランテイア花園 田島さん(0584-1469) 福祉車両による病院、リハビリ、買い物などへの送迎

サープの会 井□さん (0584-2824) 小学校、幼稚園での読み間がせ会や朗読会

花園福祉ポランテイアすばるの会 町田さん (0584-0237) 挙菫保育、福祉施設での7rラ ンテイア活動。小学生の見守り活動など

はなぞの 福田さん (0584-0959) 小学校、幼稚園での読み間がせ
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