
点字llFを使つて点字を打つてみたよ !

彩の国ボランティア体験プログラム

「深谷音訳・朗読ボランテイアはなみずき」結成35周年 朗読発表会
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形の国がランティア体験プ回グラム

プログラムメニュー

日 自分にあつた活動を考えよう !

いつ ?例えば、 1週間のうち何躍日にできるか、何時間できるかなど、 8寺間的条件を考えましょう。

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

みましょう。

7日 7日 t7■l受付スタ~卜 :

rtiiランティア活動 rc2興晰や

開題はあ ってts
参加 するきっがけが

なが つた方…

まずは備験してみませぇが ?

深谷市ボランテイアセンターでは、市内の福祉施設と連携し、ご協力いただきながら、毎年夏に

「彩の国ボランテイア体験プログラム」を実施し、ボランテイア活動にはじめの一歩を踏み出す万

を応援します。この体験をとおして、ボランテイア活動をはじめてみませんか !

Program Menu

[①②③④共通]

対  象 中学生以上の方

費  用 ボランテイア活動保険料 (市内の万=140円 、市外の方=280円 )

申し込み 7月 7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

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

の理解を深めましよう l

保育園でのポランテイア !園児との交流、

育補助、その他手伝い。

学菫保育室でのボランテイア !元気な子ども

たちがいつぱいいます。



ボランティア募集 √d‥ねγ 鮨 3r漱

重度身体障害者を支援するボランテイア募集 !～あなたの力を貸していただけませんか～

◆ボランテイアグループ/31れあい
毎月第 2金曜日の午後に、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つた際の

介助をしています。

是非、お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r31れあい

代表 太田さん (①048‐573‐6887)

障害児学重保育室でボランテイア募集 !～夏休みにいっしょに活動してみませんか～

◆ポプラ学菫クラブ
7月 20日 (火)から 9月 2日 (本)までの間 (土・ 日曜日、祝日、 8月 10日 ～ 16日 を除<)

障害のある子どもたち (肢体不自由児、知的障害児)の遊び相手、宿題の手伝い、野球、外出、絵

本の読み聞かせ等をお手伝いしていただきます。

子どもが大好きな方、連絡お待ちしております。

問い合わせ ポプラ学童クラブ

担当 関□さん (①048‐573‐6313)

催 し 助 β′

「深谷音訳・朗読ボランティアはなみずきJ結成35周年記念

朗 読 発 表 会
深谷音訳・朗読ボランテイアはなみずきは、日の不自由な方に、広報r31かゃ・市議会だより

・社協だより等を音声IIIで CDやカセットテープに録音し、お届けしているボランテイアグル

ープです。

結成 35周年を記念して朗読発表会を開催します。是非、皆様お誘いあわせの上、お出掛け

<ださい。

◇日 時

◇場 所

◇入場料

◇内 容

平成22年 7月 10日 (土 )

引副場 : 13:00開労寅: 13:30

深谷市民文化会館 ]ヽホール

無料

詩・民話・童話・エッセー・ l情感あふれる作品

・ちょっと1怖いお話・朗読劇など

主 催 :深谷音訳・朗読ボランテイアはなみずき

後 援 :深谷市・深谷市教育委員会・深谷市社会福祉協議会



目□回■回■■
夏休みの 3日 間を利用して、ちょっとだけ点字版を使つ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 8月 2日 (月 )～ 4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 9日 (月 )～ 11日 (水 )

10:00～ 12:00
ところ 深谷市ポランテイア交流センター

定 員 先着 30人
参加料 無料

手話教室

夏休みボランティア養成講座
児童・生徒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。

対象者 小学 4年生以上の方

と き 8月 23日 (月)9:00～ 12:00
ところ 深谷市ボランテイア交流センター

定 員 先着 40人
参加料 無料

阪神淡路大震災後、災害ボランティアに対する注目が集まっています。市民に防災の知識や理解

を深め、技術を習得し災害時の対応について学びます。

また、深谷市赤十字奉仕団による非常食の炊き出しがあり、非常食を試食できます。

対象者 市内在住か在勤・在学の方

と き 9月 11日 (土)11 :00～ 14:10
ところ 深谷市総合体育館 (深谷ビッグタートル)

定 員 先着 70人
参力□料 無料

朗読講習会E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 8日から 11月 17日 までの

毎週水曜日 (11月 3日 を除<・

全 10回)14:00～ 16:00
ところ 深谷市ポランテイア交流センター

定 員 先着 25人
参加料 無料

社会福祉法人深谷市社会福祉協議会

深谷市ボ ランテ ィアセンター

〒366-0823埼玉県深谷市本住町12番 8号

① 048‐ 573‐ 6563
発行/深谷市ボランテイアセンター (深谷市社会福祉協議会)

〒366-0823埼 玉県深谷市本住D」 12番 8号 TEL048(573)6563F∧ X048(573)0806
ロコhttp://www city fukaya saitama jp/shakyO/

災害ボランティア養成講座
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