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知的に障がいのある子どもたちと一緒に、学習や行事に入っていただくボランティアを募集
します。まずは講座に参加して、学校のことや障がいのことを知るところからはじめませんか。
前年度までの受講者も一緒に参加するので初めての方でも安心です。

狭山市笹井２９５８
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日
時間
場所
５/15（金） 14：00～16：30 狭山特別支援学校
５/23（土） 9：45～14：00 狭山特別支援学校
６/11（木） 10：00～12：00 入間市健康福祉センター
６/17（水） 8：30～15：30 狭山特別支援学校
７/7 （火） 8：30～16：00 狭山特別支援学校
７/18（土）
未定
狭山特別支援学校
７/21（火） 15：30～17：00 狭山特別支援学校

内容（予定）
オリエンテーション
運動会見学（予備 5/29）
「くれよんの会」知的障害疑似
体験・保護者のお話
クラスに入っての授業体験
授業体験・給食
行事に参加(サマーカ－二バル)
ふりかえり・座談会・登録

◆参加費：給食代３４０円（７/７のみ）
◆申込み：５月７日（木）までに狭山市社会福祉協議会へ（２９５４－０２９４）

所沢市南永井６１９－７（旧所沢東高校跡）
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日
4/25（土）
5/ 9 （土）
5/13（水）
5/18（月）
5/23（土）

時間
8：45～11：45
8：45～11：45
8：45～14：30
8：45～14：30
8：45～11：45

内容（予定）
オリエンテーション・学校紹介と見学・車いす体験
障害について・障害疑似体験・家族の思いなど
クラスに入っての体験・ふりかえり
クラスに入っての体験・ふりかえり
ふりかえり・修了証授与・登録

◆参加費：ボランティア活動保険３００円
◆申込み：４月１７日（金）までに所沢おおぞら特別支援学校（田中）まで（2951-1102）

－１－

重要
ボランティアセンターでは、現在、個人ボランティアの登録更新の確認を行っており
ます。同封いたしました「ボランティア個人登録カード」に記入いただき、返送または
ご持参ください。なお、登録を辞退される方は一報いただけますよう、お願いします。
お手数おかけしますが、ご協力の程、よろしくお願いいたします。

記入のポイント
◆ 空白がないように、埋める。
◆ アピールポイントをなるべく多く書く。（資格・趣味・興味のあること等）
◆ 携帯電話の番号やメールアドレス等も忘れずに。

ボランティアの 4 原則
自主性・主体性

…強制や義務ではなく、自らすすんで行う

無償性・無給性

…金品や名誉等を目的としない

社会性・連帯性

…様々な人と協力し、それぞれを尊重する

創造性・開拓性

…新たな課題を発掘し、その解決に向けて実践する

ボランティア活動は自発的に選択し、積極的に行う活動です。
誰かに頼まれてするものではありません。
登録したら終わりでなく、自ら情報を集めて関心のあるもの
には、どんどん手を挙げていきましょう。
自身の体調やスケジュールをうまく管理して、より良い
ボランティアライフを過ごしましょう♪

第 35 回社会福祉大会が、2 月 14 日（土）
市民会館にて盛大に開催されました。
ボランティアセンターからは、永年に渡
りご協力いただいた 4 名の個人ボランティ
アと 1 つのボランティアグループが受賞と
なりました。

受け身の
ボランティアじゃ、
もったいない！

◆遠藤 民枝
◆半藤 喜恵子
◆庄司 米子
◆渡邊 武義
◆チョボラの会

さん
さん
さん
さん
さん

おめでとうございます!!
－２－

園芸ボランティア
高齢者施設では畑で野菜づくりの手伝い
をしてくださる方を募集しています。

このコーナーではボランティアを必要と
している方からの情報を掲載しています。ほ
んの少しでも興味がある方は、ボランティア
センターまでご連絡ください。

【場 所】グループホームかおる狭山（柏原）
【活動日】週１回程度（応相談）
【内 容】畑作業補助

ボランティアセンター（2954-0294）

活動補助ボランティア

ドライヤーかけボランティア

知的障がい者施設で話し相手や見守り、
活動の簡単な補助をしてくださる方を
募集しています。

高齢者施設では、利用者さんのお風呂上りの
髪にドライヤーをかけていただける方を募集
しています。

【場 所】みのり福祉会（入間川）
【活動日】月～金曜日のいずれか
【時 間】10：00～16：00
【内 容】話し相手、見守り、
簡単な活動補助

【場 所】さやま苑（柏原）
【活動日】月曜日・木曜日のいずれか
【時 間】９：00～11：00
【内 容】ドライヤー掛け、お話相手

生活支援ボランティア

読み聞かせボランティア
親子サロンで読み聞かせをしてくださる
方を募集しています。
【場 所】狭山台二丁目自治会館
【活動日】第１土曜日または第 3 木曜日
【時 間】10：00～12：00
【内 容】読み聞かせ

高齢者デイサービスでの話し相手、簡単
な生活支援をしてくださる方を募集してい
ます。
【場 所】ハピネス狭山（富士見）
【活動日】月～土曜日のいずれか
（水曜日を除く）
【時 間】10：00～12：00
【内 容】話し相手、簡単な生活支援

演奏ボランティア

演芸ボランティア

親子サロンでキーボードを演奏してくだ
さる方を募集しています。

市内の福祉施設やイベント等で特技を披露
してくださる方を募集しています。

【場 所】狭山台二丁目自治会館
【活動日】第１土曜日または第 3 木曜日
【時 間】10：00～12：00
【内 容】キーボードを弾きながら、
みんなで楽しく歌う

【内

－３－

容】楽器演奏、踊り、マジック、
その他特技

活動中の個人ボランティアの方、ボランティアグループの皆様にご利用いただいており
ます「ボランティア活動保険」は、3 月末日をもちまして補償期間が終了となります。
平成 27 年度の保険申込みにつきましては、受付開始しておりますので、お早めにお手
続きくださいますよう、よろしくお願いいたします。なお、平成 27 年度も加入者年齢層
の確認と、具体的な活動内容の確認をさせていただきます。
ご了承のほど、よろしくお願いいたします。
平成 27 年度の保険料（掛金） 補償期間：平成 27 年４月１日～平成 28 年３月 31 日
基本タイプ

Ａ

天災タイプ

天災Ａ

３００円

Ｂ

４５０円

年間保険料

※
※

４３０円

天災Ｂ

６５０円

天災タイプの保険料が引き下げになりました。
詳細についてはホームページ「ふくしの保険」をご参照ください。

2 月 27 日（金）、個人ボランティアさんを
対象に交流会を開催しました。風が強い日でし
たが、いちご狩りや買い物をみなさんとても楽
しんでいるようでした。バス車内や昼食時の情
報交換も活発に行われ、1 日をとおして交流を
深められたのではないでしょうか。
このつながりを大切に、今後ともよろしくお
願いいたします。

ボランティア活動の参加や情報を広く市民の方に知っていただくために、「ボランティア
通信」を下記の場所に置かせていただいています。
◆埼玉りそな銀行(一番街)
◆イオン武蔵狭山店 ◆イオン狭山店 ◆旭町郵便局
◆産業労働センター ◆児童館
◆公民館
◆市役所
◆図書館
◆狭山郵便局 ◆ふるさとハローワーク ◆老人福祉センター ◆社協東口事務所
「ボランティア通信」を置いていただける事業所や店舗など、まだまだ募集中です。
ボランティア募集やイベントなどを掲載したい場合も、ボランティアセンターまで
お問合せください。TEL２９５４－０２９４
―４－

