三郷市内外の

ボラセンからのおしらせ

情報をお届けします！

東日本大震災は甚大であったこともあり、多くのかたが関心を寄せていらっしゃることと思います。
被災地での活動を考えていらっしゃるかたは、下記をご確認ください。
１．

ボランティア活動に参加する目的は何ですか？

ボランティア活動は、本人の自発的な意思が大切です。特に災害救援においては、被災地での様々な状況下の中
で強い気持ちと責任を持って行動することが求められます。今一度、自分の気持ちを確かめてみましょう。

２．

情報収集をしましたか？

２ ０１ １

まずは、自分自身で被災地の情報を収集し、現地に行くか、行かないかを判断することです。家族の理解も大切
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です。現地の様子、ボランティア募集の有無、参加条件、参加方法や注意点など、電話での問い合わせは避けて
ホームページ等でより正確な現地の情報を収集しましょう。参考ホームページの一覧を P.3 に掲載しています。

３．

現地での負担を減らすように心がけましょう

被災地での宿泊先、自分の水・食料、身の回りのもの生活用品は用意をしてから行きましょう。また、体調管理
に気をつけ、休憩をしながら、活動は無理をしないようにして下さい。（慣れない環境下での活動は想像以上に
疲れてしまいます。期間を区切って、長くても２週間程度の活動をお勧めします。)

４．

現場でのルールにしたがって行動しましょう

多くの被災地には、災害ボランティアセンターが立ち上がっています。災害ボランティアセンターを訪れ、現地
▲みんなの遊び場プレイルームを 4 月 2 日に開設しました。

受入機関の指示・ルールに従って行動しましょう。全国から多くのボランティアが駆けつけることが予想されま
すので、待機する時間も長くなるかもしれませんが、単独行動をすると、せっかくの善意が、かえって現場での
混乱に繋がります。また、現地での緊急連絡先・連絡網を必ず確認しましょう。

５．

被災した方々の気持ちやプライバシーに十分配慮し、マナーある行動と言葉づかいで！

被災された方々の目線で考えてみてください。例えば、現地が瓦礫の山であっても、そこは人々が暮らしていた
大事な場所です。「被災地」ではなく「地名」、「瓦礫」ではなく「ご自宅」、「ゴミ」ではなく「家財」など、ふ
とした一言が相手の心を温かくもすれば傷つけることもあります。

６．

▲広野町のみなさんへの応援メッセージ

ボランティア保険に加入しましょう

▲子どもサッカー教室の様子。

ボランティア保険は、被災地での負担を少しでも軽減させるため事前に地元の社会福祉協議会で加入を済ませて
から行きましょう。また地震(余震)に起因する事故によるケガは、「天災プラン」でなければ補償できません。

今すぐに活動ができなくても焦らないで！今後、長期に渡って多くのボランティアの力が必要になってくるこ
とが予想されます。長期的な視点をお持ちいただき、その力が発揮されるときまでお力を温存ください。

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)

＊＊瑞沼市民センター避難所ボランティアセンター＊＊
三郷市では、東日本大震災による福島県広野町などの方々のために瑞沼市民センターに避難所を開設し、
被災者の方々を受け入れております。多くのかたからボランティアのお申し出をいただき、炊き出しや子どもたち
の居場所づくり等に関わっていただきました。なお、現時点では、おかげさまでボランティアは充足されております
ので、新規でのボランティア登録は行っておりません。
また、多くの皆さまからお寄せいただいた「応援メッセージ」は、避難所となっている体育館内に掲示させていた
だいています。心より感謝申し上げます。
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ボランティア募集
助成金情報
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【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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ボランティア募集

助成金情報

「子どもフェスティバル」ボランティア大募集！ ～三郷市立北児童館～
ゲーム、工作、クイズ、抽選会など様々なコーナーを設け子どもたちに楽しい一日を過ごしても
らおう！という大きなお祭りです。みなさんのご参加をお待ちしています。
■活動内容

コーナーの運営、子どもたちの相手など
※職員による説明や、マニュアルもあるのでむずかしくありません。

平成 23 年度「ふれあいの詩基金助成団体」募集
障がい者の社会参加を進めるボランティア活動などの振興を図るため、地域で活動するボランティ
アグループなどに対して助成します。ふれあいの詩基金とは、大宮氷川ライオンズクラブからの寄
付金 100 万円を受けた読売新聞東京本社さいたま支局と埼玉県社会福祉協議会により 1980 年に創
設されたものです。皆様からの寄付金の運用益を活用し、障がい者を支援する県内ボランティアグ
ループなどへ助成し、延べ 509 グループへ助成しています。
■助成対象

■日時

6 月 19 日(日) 午前 9 時～午後 4 時 30 分

埼玉県に活動拠点があり、地域福祉活動実績があるボランティアグループ等です。

■場所

三郷市立北児童館（三郷市彦成 3-7-19-301）

また、会則や会員名簿、事業計画等が整っていることが必要です。

JR「新三郷駅」徒歩 15 分 または、東武バス「北公民館入口」下車 徒歩 1 分

※当該年度及び前年度に埼玉県社会福祉協議会が実施する助成金の交付を受けている団体は対象外です。
■助成額

■対象年齢

高校生以上

■募集人数

50 人まで

■持ち物など

動きやすい服装で来てください。

実施要領をよくお読みいただいた上で所定の様式に必要事項を記入のうえ、最寄りの市町村社会福祉協議会

汗をかいたときのためのタオルを用意してください。

を通して申請してください。実施要領及び申請書類は市町村社会福祉協議会で配布しております。

なお、昼食は北児童館で用意します。

本会ホームページからもダウンロードできます。[http://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama03/volunteer/]

5 月 21 日(土)

■応募締め切り

■締め切り

限度額は 10 万円です。※対象とならない経費があります。詳しくは実施要領をご覧ください。
■応募の方法

平成 23 年 5 月 13 日(金) 【市町村社会福祉協議会へ必着】

【申込・問い合わせ先】
三郷市立北児童館（午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分）担当：池田

お近くの市町村社会福祉協議会を通しての申請となります。締切までに余裕を持って書類を提出してくださ

〒341-0003

※三郷市社会福祉協議会も窓口となります。

三郷市彦成 3-7-19-301

［TEL］048-957-2100

い。結果は、6 月中旬～7 月上旬予定です。

[FAX]048-950-6676

申請を考えているかたは事前に三郷市社会福祉協議会（電話 048-953-4191）まで、ご連絡をください。

情報掲示板

Cafe MILC

OPEN

脳を守る 身を守る 心を守る

地域で共に生きるナノ

「地域で共に生きるナノ」は、三郷市を中心に活動している高次脳機能障害者と家族の会です。
平成 23 年 3 月 19 日に、ナノの活動を通じて、地域の方々とのつながりを大切にしていきたい・いろいろ
な方々と共にいられる場所を作りたい！と想い、Cafe MILC をオープンしました。
みんなで、いっしょに、学ぼう(ラーニング)、話そう(コミュニケーション)

そこから、MILC(ミルク)と

いう名前がつきました。お食事やお茶を楽しみに、ぜひお越しください。

【問合せ先】
社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会 埼玉県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ
〒330-8529 さいたま市浦和区針ヶ谷 4-2-65 彩の国すこやかプラザ
[TEL]048-822-1435 [FAX]048-822-1449 E-mail vc@fukushi-saitama.or.jp

ボラセンからのお知らせ
東日本大震災に関連するボランティア情報の参考ホームページ一覧を掲載します。

営業時間
■災害ボランティアの基本的な心構えなどを掲載されたもの

11：00～17：00（月～金）
※土日は講座・催し物などを予定しています。
詳しくは、お問い合わせください。

まのお越しをお待ちしています。

場所
〒341-0044

①災害ボランティアの「お作法」集（内閣府／防災ボランティアのページ）
素敵な手作り作品もいろいろ用意して皆さ

ただいま、手作り品専用レンタルスペース(1

三郷市戸ヶ崎 2-374

ヶ月 2,000 円)の出店者も募集中です(要相

京成タウンバス（戸ヶ崎循環）

談)。数に限りがありますのでお早めに！

「戸ヶ崎２丁目中央」徒歩 3 分
「FOOD OFF ストッカー三郷店」の近くです。
【TEL/FAX】 048-956-2224(谷口)
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http://www.bousai.go.jp/minna/bousai-volunteer/kihan/index.html
②災害救援ボランティアってなんだ！？（NHK ボランティアネット）
http://www.nhk.or.jp/nhkvnet/archive/saigai-v/index.html
■ボランティア受入・募集情報など
①全国社会福祉協議会・全国ボランティア市民活動振興センター

http://www.saigaivc.com/

②東日本大震災支援全国ネットワーク

http://www.jpn-civil.net/support/volunteer/post.html

③東京ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ(都内情報ほか)

http://www.tvac.or.jp/

④埼玉県ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動ｾﾝﾀｰ(県内情報ほか) http://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama03/volunteer/
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