助成金のおしらせ

2011 年度（第 9 回）
ドコモ 市民活動団体への助成募集案内

三郷市内外の

情報をお届けします！

～よりよい未来のために頑張る仲間を応援します～

NPO 法人モバイル・コミュニケーション・ファンド(ドコモ MCF)は、豊かで健全な社会の実現に向けて、次世
代の社会を担っていく人材を継続的に育成することで、積極的に地域社会へ貢献しています。その一環として、
将来の担い手である子どもの育成に取り組んでいる市民活動団体を応援しています。
■助成対象活動
「子どもを守る」をテーマに子どものたちの健やかな育ちを応援する次のような活動
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①不登校・ひきこもりの子どもや保護者に対しての精神的・物理的な支援、復学・社会的自立支援活動(フリースクール・カウンセリングなど)
②児童虐待やドメスティック・バイオレンス(DV)、性暴力などの被害児童・生徒を保護・支援する活動

▼子育てボランティア応援講座「子育て支援がたのしくなる♪ヒント」の一場面。

③非行や地域犯罪などから子どもを守るための支援活動
④子どもの居場所づくり(働く親支援のための安全な保育、子どもの不安や悩みに耳を傾ける相談活動など)

「ストロ－スライダー」は、とおくまで飛ぶかな！？

⑤軽度発達障がい(アスペルガー症候群、LD、ADHD など)を持つ児童の支援活動
⑥上記(1)から(5)以外で「子どもを守る」という視点に立った活動テーマに相応しい支援活動

■助成金額

助成総額：2,500 万円(上限)予定

1 団体あたりの助成額は 50 万円を標準額として、200 万円までの申請を可能としますが、標準額を超える申請の場合は施策内容など審
査のうえ、決定します。

■助成対象期間
2011 年 10 月 1 日～2012 年 9 月 30 日に実施する活動が対象です。

■助成対象団体
①日本国内に活動拠点を有する民間の非営利活動団体で NPO 法人などの法人格を有するもの
②活動実績が 2 年以上である団体(法人格を有する以前の活動実績を含む)
③複数の NPO が連携した協働事業で、地域の中間支援組織(NPO 支援センターなど活動支援団体)が代表申請団体となる場合は、その
協働グループ

詳細は

【お問い合わせ・申込先】

http://www.mcfund.or.jp/

NPO 法人

をご覧ください

モバイル・コミュニケーション・ファンド（ドコモ MCF）

〒100-6150 東京都千代田区永田町 2-11-1
［TEL]03-3509-7651（平日 10 時～17 時

ボランティアみさと 配布先
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
鷹野周辺
戸ヶ崎周辺
高州周辺

山王パークタワー29 階

土日祝除く）[FAX］03-3509-7655

[E-mail]info@mcfund.or.jp

三郷市ボランティアセンター、市内公共施設以外でも配布しています！

みさと書房(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)、川の郷福祉会(三郷市早稲田 1-11-13）
カーブスワオシティ三郷(三郷市三郷 1-3-1 ワオシティ三郷 2 階)
NPO 法人ワーカーズ・コレクティブ青いそら(三郷市早稲田 5-4-1 三郷市文化会館内 1 階)
地域活動支援センターパティオ（三郷市早稲田 3-26-3 ふれあい早稲田 3 階）
特別養護老人ホーム小鳩園(三郷市幸房 680)、ドコモショップ三郷店(三郷市幸房 131-1)
亀有信用金庫早稲田支店(三郷市谷口 631-1)、三郷郵便局(三郷市谷中 14-9)
特定非営利活動法人ひまわりの家(三郷市新和 4-562-3)、工房風のうた(三郷市新和 4-601)
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)
介護老人保健施設三郷ケアセンター(三郷市南蓮沼 260-2)、みどりの風(三郷市半田 1212-2)
イトーヨーカドー三郷店(三郷市天神 2-22)
ブックスたかの(三郷市鷹野 3-14)
地域包括支援センターみさと南(三郷市戸ヶ崎 1-568-1)
亀有信用金庫三郷支店(三郷市戸ヶ崎 2-285)、三郷前谷支店(三郷市戸ヶ崎 3-116-2)
亀有信用金庫高州支店(三郷市高州 1-291-1)

2 月 9 日・16 日・23 日の 3 日間、子育てに関わるボランティア活動がより魅力的になるように 3 回
シリ－ズで子育てボランティア応援講座を実施し、21 人のかたが受講しました。受講者からは“ボ
ランティアの役割の大切さを改めて気づかされた”
“参加して為になった！楽しめた！”などの声が
あがり、それぞれ充実した時間を過ごせたようです。

詳細は P.2～3 の「ボランティア講座実施レポート」をご覧ください

Contents

P.2～3

ボランティア講座実施レポート

P.4

助成金のおしらせ

【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（祝日除く）
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P.3 講座のおしらせ
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３日目

2011.2.23(水) in 健康福祉会館 視聴覚室

「はじめてのボランティアガイダンス」
2011.1.16(日) in ボランティアルーム

ボランティア講座

芸術教育研究所 磯

実践「子どもの心をつかむあそびを学ぼう
～手づくりのおもちゃ編～」

障害児児童クラブ「さとっこクラブ」のボランティアコーディネーターの落

実施レポート

合胤伴氏を招き、「はじめてのボランティアガイダンス」を実施しました。
まずはボランティア活動の基本的なことや、さまざまな活動先の紹介、ボラ

1～2 月に実施しま
した 2 つのボラン
ティア講座のよう
すを報告します♪

ンティア活動をするにあたっての心がまえなどをボランティアセンター職員
よりお話し、その後、障害児児童クラブ「さとっこクラブ」の活動の様子か
らボランティアの魅力について受講者の皆さんと一緒に考えました。
受講生のかたからは、ボランティアは特別なものではないことが分かった、
自分の知らない世界が少しみえた、などの感想がありました。

忍 氏

講座最終日は、身近な材料を使って、おもちゃづくりをしました。
紙コップとビニール袋などでつくる「びっくり箱」や、ストローと
画用紙で「スライダー」をつくったりしました。また後半は、さま
ざまなおもちゃを紹介してもらい、面白い動きのするおもちゃやぬ
くもりを感じられるおもちゃに、釘付けになりました。

▲自分でつくるおもちゃはオリジナリティーがあって、た
のしい！壊れてもすぐに直せるのも魅力です。

講座のおしらせ
―社会福祉法人 東京ヘレンケラー協会―

ガイドヘルパー養成研修講座

都内でも数少ない、初心者から受講できる本格的な講座です。ベテラン講師陣が丁寧にお教えます。すでに

子育てボランティア応援講座「子育て支援がたのしく♪なるヒント」

600 人以上の方が研修を終えて、東京都指定の「視覚障害者移動支援従業者養成研修」修了証書を手にされ、
各方面で活躍しています。
■平成 23 年度 研修予定

１日目

研修日

1 日目（土）

2 日目（日）

3 日目（土）

４日目（日）

研修時間帯

9：00～16：30

9：00～17：00

9：00～17：30

9：00～17：00

講義

講義

講義＆屋内演習

屋外演習

募集開始日

①※（H23）

4／9

4／10

4／16

4／17

3／14(月)

②※（H23）

6／11

6／12

6／18

6／19

4／18(月)

③

（H23）

9／17

9／18

9／24

9／25

8／1(月)

④

（H23）

10／8

10／9

10／15

10／16

8／22(月)

⑤

（H23）

11／26

11／27

12／3

12／4

10／3(月)

⑥

（H24）

3／3

3／4

3／10

3／11

1／16(月)

※

①の終了時刻は 1 日目 17：30、2 日目 16：00
②の終了時刻は 1 日目 17：30、2 日目 15：30、3 日目 18：00 までです。

2011.2.9(水) in 健康福祉会館 視聴覚室

(財)児童健全育成推進財団

課長

阿南健太郎氏

回

基調講演「子どもの育ちにボランティア力を」
児童健全育成についてご尽力され、自身もボランティア、ボランティ
アコーディネートの経験をお持ちの阿南健太郎先生による基調講演を
実施しました。
「子どもをみる」ことでわかる現代の子育て事情と子

どもの育つ力、また子どもの育ちに市民・ボランティアが関わるこ
との大切さなど、阿南先生と受講者とのやりとりも交えながら、分

▲みなさん集中して話を聞いています。

かりやすくお話ししていただきました。

２日目

2011.2.16(水) in 健康福祉会館 リハビリ室

芸術教育研究所 津村一美氏
実践「子どもの心をつかむあそびを学ぼう～わらべ歌・手遊び編～」
子どもの絵画・工作・遊びなどの表現教育について約 50 年にわたって
実践研究を行っている芸術教育研究所のご協力のもとで、さまざまな
▲昔なつかしい「おちゃらかほい」。顔を寄せ合い、おも
わず夢中になってしまいます。
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遊びについて学びました。この日は、皆さんにもお馴染みのわらべ歌
や手遊びが登場。童心に戻って楽しみながらあそびを習得しました。
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年

■受講料

37,000 円（テキスト代、保険料、消費税を含む）

■定員

32 名

■研修時間 27 時間／4 日間
■その他

キャンセルの場合は、研修日初日含む 6 日前までは返金手数料のぞく全額返金、それ以外は 1 万円
と返金手数料がかかります。また、研修日当日連絡なく不参加および研修途中のキャンセルは受講
料の返金はいたしません。
補講は、講義 5,000 円、演習 10,000 円です。（1 日計算）

【お問い合わせ・申込先】
社会福祉法人 東京ヘレン・ケラー協会 ガイドヘルパー養成研修事業事務局
〒169-0072 東京都新宿大久保 3-14-20 [TEL]03-3200-0525 [FAX]03-3200-0608 [WEB] http://www.thka.jp/
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