 イベントのおしらせ 

三郷市内外の

情報をお届けします！

市内には、さまざまな「ボランティア・市民活動団体」が活動をしています。
活動団体の中には、福祉施設などに訪問し、音楽、人形劇、踊りなどを披露する演芸ボランティアがあ
ります。福祉施設などで演芸を披露することで、行事などを盛り上げることができ、地域交流や利用者
の方へ楽しみを提供する機会にもなります。

オカリナサークル「ポピー」クリスマスコンサート

２ ０１ １

今回、福祉施設・学校・保育所などに訪問し、オカリナの演奏を行っている
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オカリナサークル

「ポピー」 によるクリスマスコンサートが行われます。
心和ませるオカリナの音色を聴き、クリスマスをみんなで楽しみましょう！
■日時

`演奏曲

12 月 23 日(金・祝日)
午後 1 時〜3 時 30 分(開場：午後 0 時 30 分)
■場所
三郷市立北公民館（三郷市彦成 3−7−19−101）
G「新三郷駅」徒歩 15 分
H 東武バス「三郷団地」徒歩 3 分・
「北公民館入り口」徒歩 1 分

カッチーニ「アヴェ・マ
リア」
「きよしこの夜」
「ス
ケーターワルツ」
「歌の翼
に」
「ジングルベル」など
全 20 曲

■お問合せ先
オカリナサークル「ポピー」瀬谷(せや) 090-1034-7199
▲地域で共に生きる「ナノ」によるステージ発表。ステージ上に各団体
のメンバーも集結し、歌に踊りに盛り上がりました。

入場無料です☆
直接、会場にお越しください。

&

▲各ブースもお客さんで賑わって
います！

第 21 回 三郷市ふれあい広場 &

10 月 22 日(土) 三郷市社会福祉協議会と市内障がい者団体等で構成される「三郷市ふれあい広場実行委員

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

会」で標記事業を行いました。あいにくの雨模様でしたが、多くのかたにお集まりいただき、各ブースでの模擬
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)

店・自主制作品等の販売や、スタンプラリー、ステージ上では朗読劇や歌・踊りなどの発表が実施されました。
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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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 講座のおしらせ 

ボランティア募集のおしらせ 
平成 24 年度東京国立博物館生涯学習ボランティアの募集

〜ダメダメチラシがステキチラシに大・変・身♪〜

思わず手に取るチラシの作り方セミナー参加者募集
当館では、来館者の方がより東京国立博物館に親しみをもち、心に残る体験をしていただくために、ボ
ランティアによるさまざまな活動を行っています。博物館に来館される方々のお手伝いをする活動をし

チラシ作りはどうも苦手…でも、誰も代わってくれないし（涙）と毎回大変な思いをしている方、

てみませんか？活動期間は、平成 24 年 4 月から 3 年間です。

自分のチラシに不満の残る方、お待たせいたしました。本セミナーで企画ターゲットの目に留まり、
手にとってもらえるステキチラシ作りを学べば、あなたも行列プランナーの仲間入りです♪

■活動内容
① 基本活動

② 登録制基本活動

③ 自主企画活動

全ボランティアを、まんべん
なく行っていただきます。
館内各所での案内、体験コー
ナーの実施、印刷作業、バリ
アフリー化への対応。
日によって、列品解説などの
イベントの補助、発送作業、
職場体験の生徒のオリエン
テーションなどもあり。

左記活動に加え、各活動に興味のある場
合、特化したグループに登録することがで
きます。
A.ワークショップ班
(子ども向け、大人向け、学校向けワー
クショップの実施補助)
B.イベント班
(講演会、イベントの実施補助)
C.バリアフリー班
(盲学校のスクールプログラムの実施、
点字パンフレットの印刷、視覚・聴覚障
がい者対応など館内バリアフリー化へ
の提案と実施)

左記基本活動を月 2 回以上実施し
たうえで、日数にも余裕のある方
は、自主企画活動のグループに参
加することもできます。初めて東
博に来た方や、あまり作品に詳し
くない方たちに、総合文化展の魅
力を紹介し、興味を持つきっかけ
を作っていただきます。また、作
品以外のたてものや樹木、お茶会
なども楽しんでもらい、博物館の
新たな楽しみ方や魅力を発見して
いただくための活動をしていただ
きます。

■日時
12 月 14 日(水)午後 1 時 30 分〜午後 4 時 30 分

50 人程度（平成 22 年度、23 年度採用ボランティアとともに、活動いただきます。
）

思わず手に取るチラシの作り方

(受付開始)午後 1 時 10 分〜
■場所
越谷市中央市民会館 5 階第 2､3 会議室
（〒343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷 4-1-1）

G 東武伊勢崎線越谷駅下車東口徒歩 7 分
■対象
市民活動団体等で活動中のメンバー、社協職員
■募集人数
50 人（申込多数の場合、抽選）
■参加費

■募集人数

■講座内容

無料

ダメダメチラシはどこがイケていないのか、
実際に使われたチラシを教材にデザインのツ
ボを学びます。
チラシ作りが苦手な方でも楽しく参加でき、
すぐ役立つテクニックを身につけられるグル
ープワークを交えながら、ステキチラシのポ
イントを余すことなくご紹介。
デザインセンスが 5 割 UP するマイクロソフト
ワードの裏技も必見です！

■応募方法

■募集条件
① 平成 24 年 4 月 1 日現在 18 歳以上の方

詳細は東博ホームページ、もしくは、
三郷市ボランティアセンターに設置し
ています応募用紙をご覧ください。

行列講座連発のカリスマプランナー

下記事項をご記入の上、FAX、または E-mail にて
お申し込みください。

◀講師

③ 研修をすべて受講できる方

①氏名(フリガナ) ②性別 ③年齢 ④所属 ⑤住所

牟田 静香氏（NPO 法人男女

④ 平成 24 年 4 月〜平成 26 年 3 月末まで、3 年間継続して活動可能な方

⑥電話 ⑦FAX ⑧E-mail ⑨申込動機

共同参画おおた理事長）

⑤ 東京国立博物館が好きで、ボランティアについて正しく理解し、協調性を保ち、来館者のための活動が

⑩受講後、どのように生かしますか？

② 1 ヶ月に 2 日間以上、特定の曜日に活動できる方

む

た

しず か

■応募締切

できる方

12 月 5 日(月)必着／結果発送 12 月 7 日(水)

■応募方法
応募用紙を入手のうえ、必要事項および裏面の作文をご記入になり、顔写真の貼付の上、切手を貼付した返

■主催

信用封筒を同封し、下記宛先にお送りください。なお、封筒には「ボランティア応募用紙在中」とお書きく

埼玉県市町村社協連絡会埼葛第 1 ブロック

ださい。

越谷市社会福祉協議会 吉川市社会福祉協議会 草加市社会福祉協議会 松伏町社会福祉協議会
八潮市社会福祉協議会 三郷市社会福祉協議会

■応募受付期間
12 月 10 日(土)〜1 月 13 日(金) 18 時必着（郵送のみ。応募書類のご持参はご遠慮ください。）

市民活動団体等の方も大歓迎です！

■募集説明会
12 月 3 日(土)・4 日(日)の「東博ボランティアデー」において、各日 10:30、12:30、16:00（各回 30 分同
内容）本館 1 階 20 室にて、ボランティア活動紹介を兼ねた募集説明会を行います。

■申し込み・問い合わせ
三郷市社会福祉協議会
〒341-0041 埼玉県三郷市花和田 638-1 三郷市健康福祉会館 5 階

■活動場所・応募・お問合せ先
〒110-8712 東京都台東区上野公園 13-9 東京国立博物館ボランティア室

［TEL］048-953-4191 [FAX]048-953-4192
[E-mail]info@misato-syakyo.or.jp

G JR 上野駅「公園口」徒歩 10 分
[TEL] 03-3822-1111(代表)

※本セミナーは、埼葛第 1 ブロック平成 23 年度第 2 回事業として実施しますが、県内外社協職員、

[HP] http://www.tnm.jp/modules/r̲free̲page/index.php?id=107
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