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インフォメーション
Information
「第1回つくばエクスプレス沿線NPOまつり in つくば」参加団体募集！
○つくば市市民活動センター○
つくば市市民活動センターでは、
「第 1 回つくばエクスプレス沿線 NPO まつり in つくば」
を開催します。
このイベントは、つくばエクスプレス沿線の市民活動団体及び自治体関係者の交流を図り、継続的な連携活
動を狙いとした第 1 歩とする、また各地域の市民に呼びかけ、多岐にわたる市民活動の実態を理解してもら
い新たな人材確保の一助とすることを目的に開催するものです。
そこで、このイベントに参加していただけるつくばエクスプレス沿線で市民活動（ボランティアグループ、NPO
法人含む）
をしている団体を募集しています。
■開催日時・内容

11 月 17 日
午後 1 時〜 4 時 つくば市近郊の市民活動団体の見学（2 〜 3 団体）
午後 5 時〜 8 時 前夜祭・懇親会
11 月 18 日
午前 10 時〜 11 時 30 分 基調講演「ネットワークの作り方」 講師 惠 小百合 氏（江戸川大学社会学部教授）
午前 11 時 30 分〜午後 4 時 市民活動センター前広場で各団体の紹介など
午後 2 時〜 4 時 シンポジウム テーマ「今後のつくばエクスプレス沿線交流を考える」
（参加された全員の方がパネ
リストになるようなことを考えています）
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■場所
つくばセンタービル内
（茨城県つくば市吾妻 1-10-1）TX つくば駅から徒歩 5 分

■参加内容
貴団体の紹介などを行っていただきたいと考えています。詳細は、下記までお問い合わせください。
■締め切り

10 月 12 日
■申し込み・問い合わせ
つくば市市民活動センター

〒305-0031

担当：松浦（マツウラ）・辻本（ツジモト）

茨城県つくば市吾妻 1-10-1 ［TEL］029-855-1171 ［E メール］tsukuba@com-cen.net

「2007ボランティア活動先情報」ができました！
○三郷市ボランティアセンター○

[ボランティアみさと]は、
こちらで入手できます。
三郷市ボランティアセンター、市内公共施設のほか･･････
｜三郷駅周辺｜
｜幸房・谷中・谷口周辺｜
｜新和・栄周辺｜
｜新三郷駅周辺｜
｜天神周辺｜
｜田中新田周辺｜
｜鷹野周辺｜
｜戸ヶ崎周辺｜
｜高州周辺｜

みさと書房
みさと書房北口店
（三郷市三郷 1-1-10）、
（三郷市早稲田 2-2-6）
亀有信用金庫三郷駅前支店（三郷市三郷 2-20-1）
（三郷市谷中 14-9）
特別養護老人ホーム小鳩園（三郷市幸房 680）、三郷郵便局
亀有信用金庫早稲田支店（三郷市谷口 631-3）
工房風のうた（三郷市新和 4-601）
特定非営利活動法人ひまわりの家（三郷市新和 4-562-3）、
埼玉みさと総合リハビリテーション病院（三郷市新和 5-207）
みどりの風
（三郷市半田 1212-2）
介護老人保健施設三郷ケアセンター（三郷市南蓮沼 260-2）、
イトーヨーカドー三郷店
（三郷市天神 2-22）
コミュニティスペース・パーソナルサポート青いそら
（三郷市田中新田 375-18）
ブックスたかの
（三郷市鷹野 3-14）
在宅介護支援センターみさと南（三郷市戸ヶ崎 1-568-1）
三郷前谷支店（三郷市戸ヶ崎 3-116-2）
亀有信用金庫三郷支店（三郷市戸ヶ崎 2-285）、
亀有信用金庫高州支店
（三郷市高州 1-291-1）
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どうやって始めたらいいの？」
「ボランティア活動をしてみたいけど、
「どんなボランティア活動先があるのか知りたい」なんて思っていませんか？
そんなあなたへ三郷市内のボランティア活動先情報（主に福祉施設・団体での活動）を提供するために、
「2007 ボラ
を作成しました。
ンティア活動先情報」
この冊子は、三郷市ボランティアセンター
（三郷市社会福祉協議会内）にありますので、ぜひご覧ください！
（無料で配
布しています）

【 発 行 】 三 郷 市 ボラン ティアセンタ ー（ 三郷 市 社 会 福 祉 協 議 会 内）
〒341 - 0041

埼玉県三郷市花和 田 638 - 1

三郷市健康福 祉 会 館 5 階

【Tel】 048-953-4191 【Fax】 048-953-4192
【E-mail】 mvc@misato-syakyo.or.jp 【Web】 http://www.misato-syakyo.or.jp/vc/
【開所時間】 午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分（月〜金曜日）
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第5回 One by One アワード 応募者募集

Information
学びの達人

○日本アムウェイ株式会社○

全員集合！〜地域で粋に生きましょう〜

○埼玉県社会福祉協議会・越谷市社会福祉協議会○

今年も、ハンディを乗り越えてがんばるこどもと、それを支える NPO の活動を表彰する
「One by One アワード」
の募集を開始します。皆さんの周りで頑張る人たちをぜひご推薦ください。
■キッズ個人賞（3 名）
すべてのこども達にこの大切さを伝えたい。
その願いによって制定された賞です。
ハンディを
夢と希望と自信をもつこと。
乗り越えて、輝かしい成果を達成した 6 〜 18 歳のこども達を表彰します。

対象者
困難な状況にありながら勇気、努力をもって自分の可能性に挑戦し、輝かしい成果をあげているこども。
応募条件
① 日本在住であること ( 国籍不問 )
チャレンジド※のこども
② 6 〜 18 歳の（申請時に 19 歳未満であること）
スポーツなど
③活動分野は学業、芸術、文化、
④他薦に限る
（親権者含む）
⑤受賞時の公表に親または親権者の同意があること
受賞金額
3 人に各 100 万円を教育費として親または親権者に預ける。

団塊の世代向け
モデル体験プログラム事業

これまでボランティア・市民活動などの参加機会の少なかった、主に団塊世代や男性勤労者に対して、今後、活動
に参加するためのきっかけを提供することを目的に開催します。
この機会を通して、団塊の世代などが自分の能力を
最大限に発揮し、
自分らしい生き方を知り、
新たな知識、
実践・経験などを身につけ、
実行していくことを応援します。
■日時

10 月 13 日

午前 10 時から午後 4 時まで

■場所
越谷コミュニティセンター ポルティコホール他 （埼玉県越谷市南越谷 1-2876-1 ℡048-985-1111）
JR 武蔵野線南越谷駅、又は東武伊勢崎線新越谷駅徒歩 3 分
■参加対象者
定年退職後の人生の過ごし方について考えているかた、地域活動に興味のあるかた、生きがいを見つけているかた、地域で
の仲間を作りたいと考えているかた、
夫婦での地域生活を楽しみたいと考えているかた、
興味のあるかたならどなたでも。
■内容
トークショー

街ぐるみでつくるふるさとの祭り〜阿波踊りをとおして地域の輪が広がる！〜（定員：400 人）

午後 0 時 30 分〜 1 時 45 分
これならわかる！ボランティア
（定員：30 人） 午前 10 時〜午後 11 時 40 分

■NPO 奨励賞（6 団体）
こども達の支援のために活発に活動し、
大きな成果をあげている非営利団体を表彰し、更なる活動を奨励します。

これならわかる！ NPO 基礎知識
（定員：30 人） 午後 2 時〜午後 3 時 40 分

対象団体
チャレンジドのこども※を直接的に支援する活動を行っている非営利団体。
そのこどもたちの生活向上を目指して、
顕著な成果をあげている、もしくは支援のために新しい試みや新しい分野での活動を創り出し、こどもの問題解決、
ないしはこどもの新たな可能性を引き出すことに目に見える成果をあげている団体であること。
応募条件
①法人格の有無を問わず、
日本国内に活動拠点を置く団体である事
②2 年以上の活動を有している事
③年間の明確な活動計画を持ち、会計報告書を作成している事
④自薦・他薦どちらも可
⑤受賞時に団体名を公開、報告書の提出・公表に同意すること
受賞金額
6 団体に各 50 万円
その他困難な環境にあるこども。
※チャレンジドのこども：身体障害、知的障害、難病、心的問題や、

老後の生活設計と社会保障講座（定員：30 人） 午前 10 時〜正午
コミュニティビジネス〜起業を考える人のために〜
（定員：30 人） 午後 2 時〜午後 3 時 40 分

心の通う話し方塾（定員：30 人） 午後 2 時〜午後 3 時 40 分
上記の から までは事前の申し込みが必要です。

ほかにも事前申し込みの必要のない催し物もあります。
（見本市、相談コーナー：午前 11 時〜午後 4 時）

マジックなどのボランティア・市民活動を行うグループ）
・見本市（自然・環境保護、防犯、高齢者への支援、

・相談コーナー（中高年世代のみなさんが新たなスタートを切るにあたり抱える様々な悩み、疑問などにお答えします）
埼玉県団塊世代活動支援センター、埼玉県社協福祉研修・人材センター、越谷市社協ボランティアセンター、越谷市シルバー人材センター

・孫の遊び場づくり
（正午〜午後 4 時） 越谷レクリエーション指導者協会
■締め切り

10 月 10 日
■申し込み方法

■応募方法
所定の応募用紙に必要な資料を添付して下記事務局までお送りください。応募用紙は下記ホームページからダウンロー
ドできます。
［URL］http://www.1by1.jp/
■締め切り

所定の申込書に必要事項を記入のうえ、埼玉県社会福祉協議会へ FAX してください。【FAX】
048-822-1449
※申込書は、三郷市ボランティアセンターに設置しています。
■そのほか

10 月 31 日 （消印有効）

参加決定の連絡はいたしません。参加いただけない場合のみ主催者より連絡をさせていただきます。

■申し込み・問い合わせ
日本アムウェイ株式会社 社会貢献部 「One by One アワード事務局」
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 7-1
［TEL］03-5428-7960 ［FAX］03-5428-7936

■申し込み・問い合わせ
社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

担当：塚原（ツカハラ）

〒330-8529 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷 4-2-65 彩の国すこやかプラザ内

［TEL］048-822-1435 ［FAX］048-822-1449 ［E メール］vc@fukushi-saitama.or.jp

社会福祉法人

越谷市社会福祉協議会

担当：田中
（タナカ）

〒343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷 4-1-1 中央市民会館内

［TEL］048-966-3211 ［FAX］048-965-3855
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