ボランティア募集

療育施設における「きょうだいの保育」ボランティア募集

三郷市内外の

情報をお届けします！

当施設は、運動の遅れや言葉の遅れなど、発達につまずきのある就学前のお子さんと保護者の方が一緒に通
所する療育施設です。専門のスタッフによって、訓練や生活指導を親子で受けますが、保護者の方の中には、
きょうだいがいて、思うように指導や訓練に集中できない方もいます。今回、一緒に通園してくる妹(1 歳)
の様子を見てくださる方がいると大変助かりますので、よろしくお願いいたします。
■内容

別室で 1 歳の妹をお預かりし、一緒に遊んでください。※お子さんは 1 人です。

■活動日時

毎週火曜日 午前 10 時～正午

■活動場所

しいのみ学園（新和 2-193）
東武バス

２ ０１ １

NO．１ ０ ８

金町行(大膳橋経由)「八丁堀」より徒歩 5 分

■募集条件

子育て・保育経験のある女性(60 歳まで)

■募集人数

2人

■そのほか

動きやすい服装でお越しください。ジャージ着用の必要はありません。

【申し込み・問い合わせ】
しいのみ学園／担当：湯本（14：30～17：15）
［TEL］048-952-0066 ［FAX］048-953-6827 ［E－mail］shinomi@city.misato.lg.jp

タオルの寄付について（ご報告）
朝日生命越谷支社三郷営業所のみなさんより新品タオルの寄付がありました。
毎年、市内の福祉に役立てて欲しいとたくさんのタオルを寄付していただいています。
下記の施設に配分いたしましたので、ご報告します。
① 介護老人福祉施設「三郷藤光苑」
② 高齢者総合福祉施設「しいの木の郷」
③ 特別養護老人ホーム「小鳩園」
・・・ありがとうございました

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

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)

埼玉県共同募金会三郷市支会では、東北関東大震災義援金を受け付けています。
ご協力をお願いいたします。（詳細は、P.3 をご覧ください）
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ボラセンからのおしらせ

東北関東大震災義援金のおしらせ

◎社会福祉法人埼玉県共同募金会三郷市支会
東北関東大震災に関するボランティア活動について
3 月 11 日(金)午後、太平洋沿岸を震源とする非常に大きな地震が発生しました。
震災時、三郷市も震度 5 強の揺れを感じました。
ボランティアセンターでは、棚から物が落ちたりはしたものの、大きな被害もなく安堵した矢先、同じ日本
の多くのかたが被害に遭われたと知りました。
三郷市にも、震災に遭われた皆さんのことを考えると「何かしたい！」「お手伝いしたい！」という方が多

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北関東大震災については、災害規模が激甚であることから、中央共同募金
会では、全国災害たすけあいとして被災者への義援金を募集することになりました。皆さまのご協力をお願
いいたします。
■受付期間

平成 23 年 3 月 14 日（月）から平成 23 年 9 月 30 日（金）まで

■義援金受入口座

くいらっしゃることと思います。被害が甚大であることから、今後、長期にわたり支援・復興に多くのボラン

りそな銀行 東京公務部（295）
普通預金 0036576 口座名義：社会福祉法人 中央共同募金会

ティアの方のお力が必要となることも予想されます。

三菱東京 UFJ 銀行 本店（001）

しかし、3 月 25 日現在、現地では、緊急救援活動が最優先であるとともに、余震等に備えた安全の確保、

普通預金 0031265 口座名義：社会福祉法人 中央共同募金会

さらには道路等交通網の寸断、燃料・物資不足の事情から、多くのボランティアセンターではボランティアの

三井住友銀行 東京公務部（096）

受け入れについては準備段階にあります。

普通預金 0155400 口座名義：社会福祉法人 中央共同募金会災害口

「困っている人のために、物資の寄付をしたい！」と考えていらっしゃるかたもいることと思います。しか

ゆうちょ銀行 郵便振替口座 00170-6-518

し、現地へ一度に様々な物資が届くと、物流の妨げになったり、仕分けの必要から混乱を招く原因にもなって
しまいます。

口座名義：中央共同募金会 東北関東大震災義援金
※三菱東京ＵＦＪ銀行本支店間の振込手数料はかかりません
※三井住友銀行本支店間の振込手数料はかかりません
（詳細：http://www.smbc.co.jp/news/j510078_01.html）

今、私たちにできること・・・
それは、正確な情報を得て、冷静に対応することだと思います。ただし、現地への問い合わせは控えるよう
にお願いいたします。せっかくの支援の輪が、問い合わせについての対応に追われて、支障をきたす原因にも
なりかねません。各自治体や社会福祉協議会のホームページなどを参考に、今、私たちができることをじっく
りと考えてみてもらえると嬉しいです。

※りそな銀行本支店間への振込手数料はかかりません（詳細：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行の窓口、
有人店舗ＡＴＭ、店舗外ＡＴＭを利用して、上記口座にお振り込みいただく場合には、振込手数料は無料です。また、
インターネットバンキング、テレフォンバンキングを利用した振込についても、通常通り振込手数料は無料です）
※ゆうちょ銀行本支店間への振込手数料はかかりません
※上記にかかわらず、コンビニＡＴＭ等を利用される場合は手数料がかかることがあります

三郷市社会福祉協議会のブログにおいても情報を更新しております！
http://misatosya.exblog.jp/

■現金書留による送金
〒100－0013 東京都千代田区霞が関 3-3-2 新霞が関ビル 5 階

節電や、義援金の協力など・・・

社会福祉法人 中央共同募金会

離れていてもできることはたくさんあ

※封筒に「救助用」と明記してください。郵便料金は免除になります

るはず。

「コトバの贈り物」をお寄せください

■義援金の配分
関係機関で構成される義援金配分委員会で決定し、被災者に配分します。
■領収書の発行

現在、三郷市に福島県広野町の皆さんを始め被災地の方々が避難していらっしゃっています。

振込金受領書等をもって税制上の優遇措置（所得税、法人税）の適用対象となります（個人住民税については

目の前で困っている方のために、物を贈りたい、ボランティアしたいというお気持ちは、よくわかります。

現在確認中です）。

しかし、避難されてきた方たちも見知らぬ土地にやってきたばかりで、とても疲れていらっしゃいます。まし
てや、過酷な体験をされたばかりです。何か要望をといっても、なかなか考えられる状況ではありません。

◎三郷市役所（日本赤十字社）

そこで、みなさんのなんとかしたいという気持ちを「コトバ」に変えて贈ってもらえないでしょうか？

三郷市役所では、日本赤十字社の義援金の募金箱を設置しています。

現在、避難場所である瑞沼市民センターでは、
「コトバの贈り物」として、皆さんからの応援メッセージを書け

■受付期間

平成 23 年 3 月 14 日（月）～終了期限未定

るようにコーナーを設けています。心のこもったコトバの贈り物を考えてみてはいかがでしょうか？

■内 容

義援金（現金のみ）※物資のお取り扱いはできませんのでご了承ください

【受付方法】

■募金箱設置

三郷市役所１階正面玄関受付

① 三郷市社会福祉協議会 FAX（048-953-4192）

三郷市健康福祉会館１階受付

② 三郷市社会福祉協議会 ブログへのコメント（http://misatosya.exblog.jp/）

三郷団地出張所

また、ツイッターをやっているみなさんは、@misatosyakyo にリプライを送ってくださるか、ハッシュタグ
#misato_hirono をつけてつぶやいてみてください。ブログのコメントと同様にセンターに届けます。

■担 当

三郷市健康福祉会館 4 階
三郷市生活ふくし課福祉総務係
日本赤十字社／埼玉県支部三郷市地区 直通（048-930-7775）
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