催し物のおしらせ

三郷市内外の

情報をお届けします！

ナノ祭り−STEPV「おしゃべり図書館」
地域で共に生きるナノ〜Brain Injury Network〜
ダンス、音楽を通して障がい者・高齢者・健常者がともに触れ合い、参加し、みんなで舞台公演を行います。
特に本年は、日本最大阿波踊りに数えられる南越谷阿波踊りでも活躍している地元連で『おきらく連』さんの協力を得
て、若く躍動感いっぱいの 生命 を舞台からお伝えします。観客のみなさまも一体となり、その力を体感してくださ
い。
■日時

8 月 7 日(日) 午後 1 時 開演（開場 午後 0 時 30 分）
※午前 11 時からは、ロビーにて展示即売などの催しが行われます。

■会場

三郷市文化会館 大ホール（三郷市早稲田 5-4-1）

■チケット料金

1,000 円

■内容

舞台公演
ようこそ「おしゃべり図書館」へ
一人ひとり それぞれ
あたりまえの毎日と夢があって
喜びも悲しみもオリジナル

２ ０１ １

ちょこっと心におしゃれして
心からのおもてなしを致します。

■ナノ講座
木工教室、ペンづくり教室 etc…
■展示即売@ロビー
シーちゃんのスリックス、ナノ手作り雑貨 etc…

三郷市、八潮市、三郷市社会福祉協議会、八潮市社会福祉協議会
▲ヨーヨー釣りコーナーで接客中

スペシャルオリンピックスみさとを支援する会
■主催・問合せ

NO．１ １ ２

※そのほか

ちょこっと自分好みをプラスして

■後援

「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。病気
や障がいの予防活動及び
障がいが残った後も、余暇
を楽しめる人生を送るお手
伝いや活動を、障がい、年
齢、地域の枠を超え、グロ
ーバルに目指しています。

地域で共に生きるナノ 〜Brain Injury Network〜
▲多くのかたが集い、納涼祭を楽しんでいます

谷口（たにぐち）
〒341-0044 三郷市戸ヶ崎 2193-1
［携帯］090-7705-9247［自宅＆FAX］048-956-2224
[E-mail] nano̲spacejp@tcat.ne.jp［WEB］http://nanojp.jimdo.com/

7 月 23 日(土)、毎年恒例となりました「三郷藤光苑」の納涼祭に高校生から大人のかたまで 8 名の参加者
がボランティア活動を体験しました。
参加者の一人からは、「地域の施設や市民のかたと関わる機会ができて、将来の参考になります」と、笑顔

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)

で模擬店での接客をがんばっていました。
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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

助成金のおしらせ

平成２３年度（第 18 回）ボランティア活動助成

お泊り会ボランティアの募集
〜三郷市立南児童センター〜

〜財団法人 大和証券福祉財団〜

南児童センターの夏休み行事

お泊り会 に力を貸してくれるかたを募集します。

地域の子どもたちと一緒に料理をしたり、レクゲームをして、行事を楽しく盛り上げて下さい♪
■日時

8 月 20 日(土)午後 1 時〜8 月 21 日(日)午前 9 時まで
※宿泊できないかたも大丈夫です。ご相談ください。

■場所

三郷市立南児童センター（三郷市戸ケ崎 2-654）

(財)大和証券福祉財団は、福祉・医療分野等におけるボランティア活動の助成、ボランティア精神の啓
発・普及活動等を行うことにより、ボランティア活動に参加できる環境整備を図り、国民の福祉の向上
に資することを目的として活動しています。特に在宅老人、障がい児・者、児童問題等に対するボラン
ティア活動に対し、助成します。
■応募資格

京成タウンバス・戸ケ崎循環行き〈郷 01〉「南児童センター入口」下車 徒歩 2 分
■持ち物など

※学生・若者のボランティア活動も積極的に支援します。

動きやすい服装、運動できる室内シューズ、バスタオル、着替え、洗面用具
※夕食、朝食はこちらで準備をします。

■募集条件

高校生以上 5 人

■申込方法

8 月 12 日(金)までに、電話でお申し込みください。

■申込・問合せ

三郷市立南児童センター

担当／松村

（申し込みに際しては、社会福祉協議会・共同募金会等の推薦を必ず受けてください。）
■助成金

上限額 30 万円 （1 団体あたり）

■応募期間

平成 23 年 8 月 1 日（月）〜9 月 15 日（木） ※当日消印有効

■助成対象期間

平成 24 年 1 月〜12 月の活動に対して助成

■応募方法

所定の申込書を財団事務局宛にご郵送ください。
申込書は財団ホームページからダウンロードできます。

〒341-0044 三郷市戸ヶ崎 2-654
[TEL] 048-955-7203

ボランティア活動を目的とした団体・グループ

http://www.daiwa-grp.jp/dsf/index.html

[FAX] 048-955-7204

［WEB］http://www.misato-minamijidou.com/
■申込・問合せ

表彰のおしらせ

第5回

はなわ

塙

財団法人 大和証券福祉財団
〒104-0031 東京都中央区京橋 1-2-1 大和八重洲ビル

ほ き い ち

保己一

[TEL] 03-5555-4640

賞

[FAX] 03-5202-2014

視覚に障がいがありながらも大文献集『群書類従』を編集・出版した埼玉県本庄市出身の江戸時代後期の学
者『塙保己一』。その精神を受け継ぎ、障がいがありながらも不屈の努力を続け顕著な活躍をしているかたや、
このような障がい者のために様々な貢献をしているかたに『塙保己一賞』を贈ります。
■表彰の種類
① 塙保己一大賞

② 塙保己一貢献賞

日本国内に在住し活動する者で、障がいがありながらも塙保己一のように不屈の精神力により、
埼玉県内に在住(在勤、在学)するもの又は過去に埼玉県に在住したことがあるもので、障がい

■申込・問合せ

ポート

7 月 11 日㊊〜7 月 16 日㊏の６日間、これからボラン
ティア活動を体験してみよう！と応募いただいた参

がありながらも努力を重ねており、今後さらに社会的な活躍が期待される 40 歳未満(H23.4.1

加者のかたを対象に事前説明会を実施しました。

現在)の障がいのある個人

今年は 120 人を超す申込があり、会場が満員になる

次のいずれかに該当する日本国内に在住し活動する個人または団体

こともありました。

ア．社会的に顕著な活躍をしている障がい者の活動や日常生活などに献身的な支援を行ってきた

ボランティア活動のことや、参加するにあたって心

イ．障がい者の自立・社会参加の拡大につながる顕著な発明や機器開発などを行った

■応募方法

ランティア

（これらの賞は視覚障がい者だけに限定されたものではありません。）

社会的に顕著な活躍をしてきた障がいのある個人
① 塙保己一奨励賞

彩の国ボランティア体験プログラム
事前説明会 実施しました！

「推薦書」及び「候補者調書」に必要事項を記入の上、下記まで送付してください。

がけてほしいことなどをスライドや資料、ビデオを
使って説明しました。

書式はホームページよりダウンロードできます。
（8 月 31 日（水）当日消印有効）

これから始まるボランティア体験に期待と不安を胸

WEB：http://www.pref.saitama.lg.jp/site/hanawa/

に、皆さん真剣に話を聞いていました。

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂 3-15-1
埼玉県福祉部 障害者福祉推進課 塙保己一賞担当
▲16 日(土)の事前説明会の様子

[TEL] 048-830-3309 [FAX] 048-830-4789 [E-mail] a3310-02@pref.saitama.lg.jp
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