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知的障がいのある子どもたちの学習や学校行事のサポートをしていただけるボランティア
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
回
１
２
３
４
５
６

日
５/17（水）
５/27（土）
６/7（水）
６/13（火）
６/21（水）
７/7（金）

時間
14：00～17：00
9：45～14：00
15：15～17：00
8：45～15：30
8：45～16：00
15：30～17：00

内容
オリエンテーション、学校紹介
運動会見学 ※予備日 6/2（金）
「くれよんの会」知的障がい疑似体験、保護者の話
授業体験
授業体験
振り返り、座談会、登録

◆参加費：給食代６８０円（６/１３、２１）
◆申込み：５月１１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）
回
１
２
３
４
５

日
5/13（土）
5/20（土）
5/25（木）
5/30（火）
6/3（土）

時間
8：45～11：45
8：45～11：45
8：45～15：00
8：45～15：00
8：45～11：45

内容
オリエンテーション、学校紹介と見学、車いす体験
障がいについて、障がい疑似体験、家族の思い 等
クラスに入っての体験、振り返り
クラスに入っての体験、振り返り
振り返り、修了証授与、登録

◆参加費：ボランティア活動保険３５０円
◆申込み：４月２８日（金）までに所沢おおぞら特別支援学校へ（04-2951-1102）

－１－

保育ボランティア

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。
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。

【日

ボランティアセンター（2954-0294）

【場
【内

時】5 月 24 日～6 月 28 日の水曜日
13：00～15：00
所】狭山市市民交流センター
容】子育て講座受講者の子どもの保育

絵手紙ボランティア

作業補助ボランティア

【日
【場
【内
【備

【日

時】曜日・時間応相談（1 時間程度）
所】狭山ヶ丘病院（水野）
容】患者への絵手紙指導
考】単発での募集となります

【場
【内

外出補助ボランティア
【日
【場
【内

時】月曜～金曜日の中で可能な日
10：00～12：00 または
13：00～15：00
所】就労継続支援 B 型
リバーサイド（鵜ノ木）
容】通所者の作業補助

麻雀ボランティア

【日
時】火曜日または金曜日
【場
10：00～14：00
所】障害者支援施設 大樹の家（狭山） 【内
容】外出時の付き添い

時】曜日・時間応相談
所】ハピネス狭山（富士見）
容】入居者と一緒に麻雀をする

編み物ボランティア

ドライヤーかけボランティア

【日

【日

【場
【内

時】月 1～2 回、
曜日・時間応相談
所】介護付き有料老人ホーム
イリーゼ狭山（笹井）
容】入居者と一緒に編み物をする

【場
【内

－２－

時】毎週土曜日
10：00～11：00
所】デイサービスいなりやま（稲荷山）
容】利用者の入浴後のドライヤーかけ

春から新生活という方もそうでない方も、新しいことをはじめませんか？
初心者向けのボランティア入門講座です。
回
1
2
3

日

時

5 月 15 日（月）
14 時～16 時
5 月 22 日～26 日
（期間内 1 日以上）
5 月 29 日（月）
14 時～16 時

【場 所】
【対 象】
【参加費】
【申込み】

内

容

講義「ボランティアについて」、車いす体験
福祉施設でのボランティア体験
振り返り、活動紹介

第 1・3 回は狭山市社会福祉会館、第 2 回は市内福祉施設
全日程参加できる方
無料
5 月 10 日（水）までにボランティアセンターへ

平成 29 年 4 月から、狭山市でも介護保険制度の
改正に伴い、要支援者の一部の方はこれまでの介護
保険サービス（デイサービスやホームヘルパー）の
利用ではなく、地域の住民ボランティアが行うサロ
ンや家事支援を重要な社会資源として活用するこ
とになります。
そのために、社会福祉協議会では、狭山市より受
託している生活支援体制整備事業の一環として、市
内の小地域ごとに「支え合う仕組みづくり」を協議
するための「住民支え合い勉強会」を行っています。
地域のこれからについて、住民主体で何がしたい
か、何ができるか等を一緒に考えませんか？
「住民支え合い勉強会」の開催に関する情報は、
社会福祉協議会へお問合せください。

－３－

第 37 回社会福祉大会が、2 月 5 日（日）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 3 名のボランティア
さんが受賞となりました。

◆常世田 幸久 さん
◆臼井 喜代子 さん
◆下條 洋子 さん

おめでとうございます!!

ボランティア活動保険は、ボランティア活動中の事故やケガの補償をする保険です。
万が一のときに備えて、ご加入をおすすめします（任意）。
平成 28 年度に加入した保険は、平成 29 年 3 月 31 日で補償期間が終了となります。
平成 29 年度の保険申込みにつきましては、ボランティアセンターにて、受付を開始し
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。
平成 29 年度の保険料（掛金） 補償期間：平成 29 年４月１日～平成 30 年３月 31 日
基本タイプ

Ａ

天災タイプ

天災Ａ

３５０円

Ｂ

５１０円

年間保険料

※
※

５００円

天災Ｂ

７１０円

保険料および一部保険金額が引き上げとなりました。
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。

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情報等を掲載希望の方は、ボランティアセンターまで
お問合せください。TEL：２９５４－０２９４
―４－

