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寵 @ 集 B
ガイドヘルプ「あいハートJでは 1月 25日 (日 )に社会福祉協議会の後援のもと

『目の不自由な方と共に楽しむ
‐
音楽の集い

‐
』を開催しました。会場の明戸生連学習

センター 明戸公民館には 80名の方にお集まりいただき大盛況てした.

内容は 第 1部として オカリナ漬奏クループ「ポルカドットJのさわやかな演奏を
第 2部は 全員合唱て懐かしい歌の数々を そして 第 3部はアカベラジャズコーラス
fWGBC」 のすばらしいA―モニーをそれぞれ楽しんていただきました.
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深谷市ボランティアセンター
深谷市西島mr2,日 14番地4

'EL 573-6563 :皿
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(澪谷市社会福祉協議会内)
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～ボランティアグルーフが児童生徒に福祉の心を伝授 !～

小学校 中・
・校の 聡 合的な学習の時旧lJに おいて 福1吟野の

'業
にポランティアグルー

プが関わっています
地域の人との交流 また ●社の心を市てるために ポランティアが計

“

,と して活ltし ました

深谷小学校 児童の感想文
‐  ・‐
●    

｀
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●点宇のことを教えていただきありがとうございました はじめは 「点宇ってわかりやすいのかな?J
と疑 l・0に なoたので 点字グループに入りました ボランティアさんのお話を伺ってみると 点字は

l・ 年寄りや若い人達にもわかりやすいことがわかつてよかoたです.

●点字ボランティア 点字の歴史とか点字のことをいろいる教えてくれて

ありがとうございます 僕はそのことを活かして弟たちに殺えたいです

●点宇について いろいろなことを教えてくださoでありがとうございます.

そのおかけで 点字が何に使われているかやどんなところに使われている

かがわかりました。いろいろな人に点学のことを教えていきたいです

平成20年11月 26D 平成20年度埼玉県社会福祉大会が埼玉会館にで開催されました
この大会において 社会福祉事業のポランティアとして 長きにわたり率先して活動を行しヽ

その功績が頭書と認められた次の2団体に座・ 県社会福祉大会会長表彰が贈られました

ベルマークやロータスクーボンの点数整理 腱日済みテレホンカー ド等の整理を行っています

在宅福祉推進車による公共機関 病院やリハビリ等の送迎を行つています
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上柴西小学校 児童の感想文
●私は手語をあまりわかりませんでした だけど ボランティアさんに教えてもらってちょっと

すつわかってきました 手話 oて こんなに楽 しんだなと思いました。私は手話ボランティアさん

から教えてもらつた手話を施対に忘れません

●手話で自分の名前や教宇をわかりやす く教えてくださってあ りがとうございます。総合の発表

や国語の発表で手話のことがとてもよく
=け

たのは ボランティアさんのおかげかなと思いまし

た.耳が不自由なので生活が不自由だと思います.これからも一生懸命勉強して 私が障害を持っ

た人を今よりももつと便利で楽 しい生活ができるように役立てたらいいなと思いました.

●私は耳の不自由な人の勉強をしてから 手話にとでも興味を持ち 家でも練習

するようになりました 耳の不自由な人の勉強をして 1番心に残 0たのは ど

ういうところが不使なのかです その中でも 朝の起き方がとでもビックリしま

した 炊飯器や携帯電話のアラームで起きるというのが すごく心に残 りました.

耳の不自由な人に会 0たら話そうという気持ちを持とうと思いました

皇ギ Jヽ学●
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豊里小学校 児童の感想文 量
●私の家にも草椅子のお しいちゃんがいるけど とっても大変だと思いました。

ご飯を食べる時もそのままで。

●ボランティアのみなさんに 車椅子はみんなの 0を 1つにしてやらないといけな

いということを教えてもらいました そして 車椅子の使い方も教えてもらいました

もしどこかへ出かけた時に因つている人がいたら助けてあげたいです。そして『ボ

ランティアはじめの一歩自分から 喜び気遣い思いやりの心』を守っていきたいです.
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私たち よ 皆光国の方々が買い物をする際

の介助を毎月第2金曜日の午後 1時 30分から

午後3時まで市内のショッピングセンターに

て
晰 言1・ .ll

私たちは 昭和50年設立の朗読ボランティ
アグループです。市の広報 市議会たより

社協だより等の情報や自主制作「声の雑誌J

依頼図書等をCD版 テープllrに して日の不

自由な方にお送 |」 しています また 音訳

朗読の勉強会や朗読発表会も行なつています

今年は 同毒討 :講口 修了者を対象に [音

訳講習会Jを予定しています

私たちと―結に豊か0日本語による音訳

朗読を考えてみませんか?

連絡先 :朗隋ボランティア まなみずきの会

代表 谷本雅工 (■5743701)

いただける方の運

格をお持ちしてお

ります.

運箱先 :
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れあい代表
太口良―

(瑯,36887) ヽ
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ポランティア活動保険助成制度 !～ポランティア活動を支えます～

平成20年度にポランティア活動保険働 :入の方は 平成21年 3月 31日て補償期間が終了します

平成21年度にポランティア活動をされる方は加入手続きをお願いします.

●補償内容●
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屎瞭 生命候瞭●,答うからの彎F● ことは●1なく0支払します
(12,死亡擦挨金およびκ照暉●晨検書0お,“い0合言して 前信鴻Jこもして死亡ヌ瞭す馘を確にとしまll

●
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螢塁をお支払い .す
●補償朔関の中途で厭 する場部 上紀のFk魔0とな,ま ,
0中途脱退による保険■の逗戻はありませ′

^0や途てのボランティアの入れ督え0てきません
0加入ブランの壼壺ユでにません
0こ加入は 僚則として,人につきい

`●
か |口のみとなります

複厳加入の場合でも補償はいずれが ,口のみとなります

深谷市ボランティアセンター

TEL 573‐ 6503
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