ボラセンからのおしらせ

三郷市内外の

情報をお届けします！

瑞沼市民センター避難所ボランティアセンター閉所のおしらせ
〜たくさんのご協力ありがとうございました〜
広野町からの避難者のかたは、ホテ
ル・旅館等への二次避難や、三郷市が
用意した公営住宅や福島県内の仮設住
宅などへの入居による三次避難される
こ と が 決 ま り 、8 月 2 日 ( 火 )を も ち ま し
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て 、瑞沼市民センター避難所ボランティアセン
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ターは閉所しました。
避難所ボランティアセンターの運営に多くの市
民の皆さまのご支援・ご協力をいただいたこと、

ランティア

ポート

この場を借りて感謝申し上げます。

▲7 月 30 日(土)

広野町のみなさん・ボランティアで記念撮影

福島県の新居住地に移動されるかたを見送りに、3 ヶ月間共に学んだ小･中学校のお友達や、多くの時間を共有した
ボランティアが訪れ、別れを惜しみました。

『ボランティアみさと』に記事を掲載しませんか？
▲記念撮影！

三郷市ボランティアセンターでは『ボランティアみさと』の掲載記事を随時募集しています。
ボランティア・市民活動に関するボランティア募集、グループ・団体メンバー募集、セミナー・イベント
情報など掲載することができます。ボランティアセンターまで記事を持参、ファックス、郵送、メールで
記事をお送りください。掲載希望月の 15 日が締め切りです。
※初めて掲載する場合は、事前に訪問や問合せをしてお話を伺わせていただくことがあります。
※紙面に限りがあるため掲載希望記事が多くある場合は、掲載できないこともありますので、ご了承くだ
さい。

☀彩の国ボランティア体験プログラム
つどいの広場「ひだまり広場」の様子
つどいの広場「ひだまり広場」には、中学生・高校生の計 3 名が申
込みました。この日は、普段接することの少ない小さな子どもたち
と触れ合いたいと、中学生 2 名が参加。土砂降りの中、5 組ちかく
の親子が来所し、交流を図りました。

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

抱っこは難しかったそうですが、赤ちゃんの肌に触れると、「かわ

▲赤ちゃんとの交流
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)

いい！」と思わず笑みがこぼれ、貴重な経験ができたようです。
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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
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[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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講座のおしらせ

イベントのおしらせ

NPO 地域講座(東部・利根地域)

「ボランティア国際年＋10」記念

NPO の税務会計と運営について〜新しい公共に向けて〜

第 20 回 全国ボランティアフェスティバル TOKYO

NPO 法人を運営するうえで避けて通れない税務会計処理。みなさんの法人の税務会計は適切でわかりやすいもの

日本全国で、日々ボランティア活動を行っている方が、一同に集まるイベントです。

になっていますか？NPO 法人の税務会計の専門家が分かりやすく解説し、新しい公共の担い手となる NPO の運

活動歴数十年のベテランの方や学生、社会貢献活動を行っている若い社会人まで、さまざまな人たちが参加

営をバックアップします。

し、ワークショップやセミナー、交流会などを行います。

■日時

11 月 16 日(水) 午後 1 時 30 分〜4 時

■会場

埼玉県春日部地方庁舎 3 階 大会議室（春日部市大沼 1-76）

■アクセス

東武伊勢崎線「春日部駅」西口 徒歩 20 分 又はバス
‣朝日バス地方庁舎経由かすかべ温泉行き・春日部車庫行き 又は ウイングハット春日部行き「地方庁舎前」下車すぐ
※ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

■講師

加するきっかけなど、ボランティアに関する新しい発見や出会いを見つけていただけると思います。
■大会テーマ
■開催期日

特定非営利活動法人資産相談センター理事長・税理士・CFP
河崎

■申込方法

ボランティアフェスティバルを通して、新しい人とのつながりや、みなさまの活動に役立つ情報、活動に参

陽子

わたしたち

「市 民 がつくる、強くしなやかな社会」
11 月 12 日(土)、13 日(日)
総合受付 開始時間：12 日(1 日目)

12：00〜

13 日(2 日目)

9：00〜

氏

申込用紙にご記入の上、FAX またはメールにてお申込ください。

■会場

・メールでお申込の場合は、申込用紙の内容（氏名、団体名、住所、電話番号、FAX、メール
アドレス、質問がある場合は 1 項目）を記入し、送信してください。
・申込用紙はインターネット又は三郷市ボランティアセンターでも入手できます。

■参加登録料
■内容

http://www.pref.saitama.lg.jp/site/npobarannthia/tone-npokouza2.html

1 日目

両国国技館、江戸東京博物館、国際ファッションセンター ほか

2 日目

青山学院大学、国連大学、東京ウィメンズプラザ、こどもの城 ほか

3,000 円(大学生以下無料) ※交流会費は別途(3,000 円)
１日目（両国エリア）

２日目（青山エリア）

開会式
シンポジウム
分科会・フィールドワーク
交流会

09：30〜12：30
13：30〜15：00
15：00〜15：40

分科会・フィールドワーク
クロージングセッション
引継式・閉会式

ふれあい広場

09：00〜16：00

ふれあい広場

■申込締切

10 月 28 日(金)

■申込・問合せ先

埼玉県東部地域振興センター 県民生活担当

13：00〜13：50
14：00〜15：30
16：00〜17：30
18：00〜19：00

[TEL] 048-737-1110 [FAX] 048-737-9958 [E-mail] n3799863@pref.saitama.lg.jp

12：00〜18：00

埼玉県東部地域振興センター 埼玉県利根地域振興センター

☆分科会・フィールドワークでは、「ボランティアリズム」「震災」「地域づくり・まちづくり・つな

■主催

先着 70 名

がりづくり」
「若者」
「生き方・働き方」
「お金」などのテーマに分けて、63 のメニューで行われます。

ピア・カウンセリング

詳しくは、パンフレットまたはホームページをご覧ください。

体験セミナー

http://volunteerfestival.jp/
※パンフレットは、三郷市ボランティアセンターにも設置しています。

「ピア」とは「同じ背景を持った仲間同士」という意味です。ピア・カウンセリングは、障がいを持っている人
同士が対等な立場で話を聴き合い、気持ちを共有することで自己信頼を回復し、社会の中で自分らしく生きてい

■申込方法

く力を取り戻していくことを目指しています。このセミナーでは、講演のほかワークショップをとおし、ピア・
カウンセリングを実際に体験していただきます。どうぞ、ご参加ください。

9 月 21 日(水)までに、FAX、郵送またはウェブサイトより申し込みください。
詳しくは、参加申込についての詳細をパンフレットなどでお読みください。

■申込先

◎申し込みに関するお問合せはこちらまで

■日時

10 月 29 日(土) 午前 10 時〜午後 4 時 30 分（午前 9 時 50 分集合）

株式会社セレスポ 東京支店（担当：鈴木、唐沢）

■会場

障害者交流センター 第 1・2 研修室（さいたま市浦和区大原 3-10-1）

〒170-0004 東京都豊島区北大塚 1-21-5

■アクセス

JR 京浜東北線「さいたま新都心駅」東口 徒歩 25 分

[TEL] 03-5974-5555

又は、無料送迎バス 10 分（障がい者優先、乗車定員あり）

■問合せ先

[FAX] 03-5394-7654

◎本フェスティバルの内容に関してはこちらまで

■講師

自立生活センターくれぱす 見形 信子氏 他 1 名

東京ボランティア・市民活動センター（担当：宮田、柳澤）

■内容

午前：講演

[TEL] 03-3235-1171

■対象

障がいのあるかた、介護者、ボランティア活動者、福祉関係者 (先着 30 名)

■申込方法

9 月 1 日(木)より、電話・ファックス・メールにてお申込ください。

■申込・問合せ先

午後：ワークショップ「ピア・カウンセリング体験」

[FAX] 03-3235-0050

[URL] http://www.tvac.or.jp/
■主催

[E-mail] info@volunteerfestival.jp

第 20 回全国ボランティアフェスティバル TOKYO 実行委員会

なお、手話通訳が必要なかたは 10 月 16 日(日)までにお願いします。

東京都社会福祉協議会 東京ボランティア・市民活動センター

埼玉県障害者交流センター 文化・芸術担当

「広がれボランティアの輪」連絡会議／全国社会福祉協議会

[TEL] 048-834-2243 ［FAX］048-834-3333 [E-mail] culture@kouryu.net
VOLUNTEER MISATO 9 月号（NO．113）
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■後援

厚生労働省、文部科学省、東京都、墨田区、渋谷区
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