▲利用者さんのお宅に迎えに行く運転ボランティアの下山さん

ボランティア活動を始める前 に
運転ボランテイアを募集 しています
視覚障害者を支援するボランテイア募集
2団 体が埼玉県社会福祉大会会長表彰受賞
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シ:デイア活動を始める前に〜ボランテイア活動をするときのマナー〜
ボランティア活動とは ?
よりよい社会づ <り のために、自発的 (自 由意思)、 無給1生 (無 報酬)、 公益1生 (公 共
性)等 に基づいて技術的な援助や労力の提供等を個人が自ら進んで行う活動です。
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事前に連絡を しま しょう。

―

感 謝 の 気 持 ち とお 礼 の言 葉 を忘 れ ず に I
ボランテイア活動は、多<の 人がかかわつてできるものです。
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<れ る、ボランテイア活動保険というもの
があります。
「ボランテイア活動に行<途 中に道で転んでケガをした」「ボランテイア活動中に相手にケガ
をさせてしまった」など、ボランテイア活動には予想もしないケガや事故がつきものです。そん
な時のためにボランテイ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 22年 度中にボランティア活動保険に加入 したかたは、平成 23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かたは、 3月 7日 (月 )よ り加入手続
きをお願いします。

深谷市社会福祉協議会で行 つている在宅福祉推進車貸 し出 し事業で、利用者に運転者がいない
場合に、福祉車両を運転 していただ<ボ ランテイアさんを募集 しています。
普通自動車免許をあ持ちで、安全運転 していただける方のご連絡をお待ち しています。ボラン
ティアは初めて…という万も大歓迎です。

運転ボランティアQ&A
回 運転ボランテイアが運転する在宅福祉推進車とは、どのような車 ですか。
四 タクシーなどの一般車両への乗降が困難な方でも楽に乗降できるようにな っている福祉車両
です。

回 運転ボランテイアの具体的な活動を教えて<だ さい。
四 在宅福祉推進車を運転し、乗降時の操作をしていただきます。
操作方法は事前に職員が説明します。なお、運転のボランテ
ィアなので車いずを押 して一緒に歩<な どの介助はしません。
活動は、月 1回 からOKで す。無理のない範囲で、ご自身の時間の空いているときに活動で
きます。
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この記事に関する問い合わせ】深谷市社会福祉協議会 介護福祉課
【
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〜あはたの力を貸してくださしl〜

◆深谷点訳ボランテイアの会 0杉 原さん (① 572‑1650)
広報/31か や、市議会だより、社協だよりを点訳し、視覚障害者へあ届けしています。
◆深谷音訳・朗読ボランテイアはなみずき・谷本さん (① 574‑3701)
設立 35周 年を迎えました !広 報ふかや、市議会だより、社協だよりを CD・ カセットテープ
に吹き込み視覚障害者へあ届けしています。
◆ガイドヘルプ「あいハー ト」・ 田島さん (① 573¨ 4582)
視覚障害者の方が外出する際の介助をしています。一緒に活動して<れ るボランテイアを探 し
ています。

平成 22年 11月 29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、社会福祉事業のボランテイアとして、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「泉の会」と「移送ボランテイア花園」の 2団 体が埼玉県社会福祉
大会会長表彰を受賞されました。
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ボランテイアグループふれあい

代 表 者・ 連 絡 先
太 田 さん (①
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572‑6837) 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

)

・朗読ボランテイアはなみずき 谷本 さん 10574‑3701)
深谷音訳

学重保育室にて紙芝居
広報ふかやなどのテープ吹き込み、
希望図書などの対面開読、

深谷点訳ポランテイアの会

杉原 さん (① 572‑1650)

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 (① 573‑了 097)

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

整理ポランテ イアの会

益 田 さん (① 573¨ 了008)

□―タスクーボンの点数整理、
使用済 み切手などの整理

「す<す <」
保育ボランテイア

酒井 さん (① 575‑0282)

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 (① 572‑2086)

たんぼぼ作業所 にて作業の手伝い

運転ポランテ イアの会

下 山 さん (①

571‑6381)

在宅福祉推進車 で病 院な どへ 送迎

「わかば」
ボランテイアグループ

持田 さん (① 571‐ 7823)

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)

菜の花会

金子 さん (① 572‑4349)

特別養護老人ホ ームでのボランテイア活動 (藤 の本荘)

点訳あらさきの会

佐藤 さん (① 572‑0663)

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」

田島 さん (③ 573‑4582)

視覚障害者が外出する際の介助

深谷市図書館ボランテイアの会 森

さん (③ 572‑6652)

各地の図書館見学、その他学習活動
深谷市立図書館での書架整理、

彩の国いなほ会

大庭 さん (0571… 1179)

地域振興や深谷の環境保全活動など
音楽による施設訪間、

深谷子 ども本の会

因藤 さん (0574‑5696)

図書館などであ話し会をする
子どもの本を学/3i、 普話を語る。
学校、

介護保険サポ ータ ーズ深谷

森田さん (① 571‑075了 )

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 (③ 573‑6576)

福祉施設のイ ベ ン トの手伝い、環境美化活動

移送ボランテ イア岡部

杉本 さん (① 585… 3352)

在宅福祉推進車 で病 院な どへ 送迎

み どりの文庫

大塚 さん (① 585¨ 7274)

ふれあいいきいきサロン、
読み聞かせ、
講談社おはなしキャラバンヘのボランテイア参〕
0

川本朗読 クラブひまわ り

馬場さん (① 583… 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③ 583‑3319)

福祉施設の清掃、社会福祉協議会の行事補助

精神保健福祉ボランテイアアンダンテ 菅原さん③ 583‑3187) 作業所の手伝い、
イベントの手伝い、
スポーツ交流会への参カ
話し相手、
ロ
動物愛護ボランテイアふれ愛の会 菅原さん◎ 583‑3187) 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
「本いちごの会」 吉田さん (Э 583… 5150) 教科書、各書物 の点字翻訳
点訳ボランテイアの会
川本おはな し会

上里 さん (① 583… 5242)

学校や図書館で子どもたちに昔話や紙芝居、絵本などを読ぬ

泉の会

藤野 さん (① 584… 1592)

しクリエ ーション指導、機能訓練参加の話 し相手、
介助

移送ポランテ イア花園

田島 さん (① 584‑1469)

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 (① 584‑2824)

小学校、幼稚 園 での読み間かせ会や朗読会

花園福祉ボランテイアずばるの会 町田さん③ 584‑0237)

学菫保育、
福祉施設でのボランテイア活動。
小学生の見守り活動など

はなぞの

小学校、幼稚 園 での読み聞かせ

柳

さん (① 584‑412了 )
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