 講座のおしらせ 

三郷市内外の

情報をお届けします！

平成２ ３ 年度ふくし講座 パート２

孤独死ゼロ作戦から学ぶ

地域福祉の実践

孤独死ゼロ作戦成果と課題〜これまで 10 年間のまとめ〜

人間の死亡率は 100％、男のひとりぐらしと高齢者世帯は孤独死予備軍、死は生のカガミ等々、10
年間以上にわたり孤独死とその予防に向き合った経験をもとに、「これは松戸市だけの問題ではな
い。全国どこに住んでいても起こりうる問題です」と語る、中沢卓実常盤平団地自治会長。
7 月に続き講師としてお迎えし、高齢化の進む松戸市常盤平団地で取り組まれているひとりぐらし高
齢者宅の訪問や緊急連絡体制の構築、住民同士の交流を図るサロン開設等、絆をつむぐ住民一人
ひとり、町会、民生委員・児童委員等の実践活動をより具体的に学びます。
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「はじめてのボランティアガイダンス」参加者募集中！
■日時
2 月 12 日(日)午後 1 時〜3 時 30 分（開場 午後 0 時 30 分）
■場所
三郷市文化会館大会議室(三郷市早稲田 5-4-1)
■アクセス
GJR「三郷駅」下車 北口 徒歩 13 分
H 東武バス（早稲田循環）「文化会館東」下車 徒歩 3 分

■募集
70 人(申込先着順)

■講師
中沢 卓実 氏

(常盤平団地自治会長)

昭和９年生まれ。NPO 法人孤独死ゼロ研究会理事長
加茂暁星高校を卒業して産経新聞に入社。
週刊サンケイ編集部を経て昭和 59 年から平成 19 年
10 月までの 23 年７ヶ月、タウン誌月刊 my ふなばし
編集長。この間、千葉県松戸市常盤平団地自治会長を
通算 26 年、松戸市社会福祉協議会理事 13 年、松戸
市学区審議会委員などを歴任。15 年前から常盤平団
地地区社会福祉協議会を立ち上げ、９年前から本格的
に孤独死の課題に挑む。著書に「孤独死ゼロ作戦」(本
の泉社刊)、
「団地と孤独死」共編(中央法規出版)

■申込方法
2/9(木)までに電話、FAX、E メールのいずれかでお申し込みください。
氏名、住所、電話番号のほか、所属団体のあるかたは、その名称をお伝えください。
■主催

▲「三郷藤光苑」ボランティア活動の一場面
左：利用者と一緒にパステル画を製作中

右：「英景流」さんによる日舞の披露の様子

三郷市・三郷市社会福祉協議会
■申込・問い合わせ
三郷市社会福祉協議会 （平日 8:30〜17:15）

三郷市ボランティアセンターでは、
「ボランティア活動に興味があるので話しを聞いてみたい」
「これか

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

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

らボランティア活動を始めたい」という人を対象に説明会を実施します。
当日は、
「三郷藤光苑」のボランティア担当職員をゲストに迎え、ボランティアが活躍する場を紹介し
ます。詳しくは、P.2 をご覧ください。

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)

Contents
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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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 講演会のおしらせ 

 ボラセンからのおしらせ 
はじめてのボランティアガイダンス
興味はあるけど何から始めれば良いか分からない、資格も経験もないし私には無理と思っているかた･･･
いえいえ、そんなことはありません！ まずはどんなものか、話だけでも聞いてみませんか？
ボランティア活動の基本や心構えについて説明するほか、ボランティアを受け入れている施設の職員から活
動紹介も行います。
あなたにピッタリの活動を見つける機会です。ぜひご参加ください。

シンポジウム『地域で共に』
〜年をとっても、障がいがあっても、豊かに暮らせる「わ」をつくる〜
「地域で共に生きるナノ」は、今年度、中央ろうきん社会貢献基金からの助成を得て「埼玉県東南地域高次脳機能
障害ラーニング・コミュニティ」という会を開いてまいりました。主に、脳卒中の後遺症による高次脳機能障害の方
へのサービスを念頭に置き、
「介護保険サービスを受けておられる方が併用して利用できる障害者自立支援法のサー
ビス」について知識を深め、支援の現状や課題を明らかにしてきました。

■日時

これらの成果を踏まえ、さらに来年度、新たな視点で会（ラーニング・コミュニティ）を進めていくために、一度、

2 月 24 日(金) 午後 1 時 30 分〜3 時 (受付 午後 1 時 10 分〜)

高次脳機能障害にこだわらず、高齢になっても、障がいがあっても、それぞれの人が地域の方々と共に、地域で豊

■会場

かな生活を送っていくために何が必要かを、少し大きな観点から捉え直してみることにしました。

三郷市健康福祉会館 5 階 会議室 (三郷市花和田 638-1 市役所西側)
■アクセス

このシンポジウムを契機に、多くの方々に「地域に足りないインフォーマルサービス（ふれあい・助け合い活動や団
■ゲスト

G つくばエクスプレス「三郷中央駅」 徒歩 15 分

体など）を創出し、住民参加で、フォーマルな（公的な）サービスだけに頼らない包括的なケアネットワークを作っ

特別養護老人ホーム「三郷藤光苑」

H グローバル交通バス(三郷駅⇔新三郷駅)「健康福祉会館」下車すぐ

ていくのにはどうしたらよいか」を、私どもと一緒に考えていっていただければありがたく存じます。

施設介護課長 菅野 孝 氏

■募集定員／費用
10 名（申込先着順）／無料
■申込方法
1 月 30 日(月)〜2 月 17 日(金)に電話でお申し込みください。
■申込・問い合わせ
三郷市ボランティアセンター(三郷市社会福祉協議会内)
［TEL］048-953-4191（平日 8:30〜17:15）

三郷藤光苑はデイサービスセンター、居
宅介護支援事業所を併設する特別養護
老人ホームです。利用者のより豊かな暮ら
しを実現するため、話し相手や行事の手
伝い、演芸披露など年間延 600 人のボラ
ンティアを受け入れています。ご協力いた
だけるかたには、こうした機会を通じて福
祉をより身近に感じ、地域社会へ目を向
けていただけたらと願っています。

 ボランティア募集 
「三郷藤光苑」ボランティア募集
活動内容

活動日時（要相談）

利用者のかたと一緒に、レクリエーション 月〜日曜日
や集団リハビリへの参加、ふれあいやお 午後1時30分〜3時30分
話し相手をお願いします。
【特養】
入浴後にドライヤーで髪を乾かしたり、介 午後2時〜4時（月、火、木、金）
護補助をします。
【デイサービス】
午前10時30分〜正午（月〜日曜日）

■募集条件
高校生以上
■持ち物など
上履き、動きやすい服装
■申込方法
電話でご連絡ください。
一度施設にお越しいただ

歌や踊り、マジックなどの披露をお願いし 随時
ます。
午後2時〜3時（30分程度)

き、活動内容・日程等の確
認、説明を行います。

■活動先・問い合わせ
特別養護老人ホーム「三郷藤光苑」 担当：菅野／岩﨑
〒341-0052 三郷市彦野 1-202
H グローバル交通（三郷⇔新三郷）「ピアラシティ」下車 徒歩 7 分
［TEL］048-954-0294 ［FAX］048-954-0855 [WEB] http://www.misatotoukouen.or.jp/

■開催日時

■構成（予定）

3 月 17 日（土）午後 1 時〜4 時
12：30 開場
13：00 開会挨拶
八潮メセナ ホール （埼玉県八潮市中央 1-10-1）
13：10 基調講演
G つくばエクスプレス「八潮駅」北口 徒歩 20 分
「尊厳を支えるケアネットワーク」の仕組みづくり
#丹 直秀 氏（公益財団法人さわやか福祉財団理事）
H 八潮市コミュニティバス「八潮市役所」下車 1 分
14：15
休憩
H 東武バス（八潮駅北口⇔草加駅東口）
14：30 パネルディスカッション
「八潮メセナ」下車 1 分
#丹 直秀 氏
■費用
#井上直樹 氏
無料
・社会福祉法人大樹会理事長
・日本成年後見法学会高次脳機能障害に関する研究委員会委員
■そのほか
#在田創一 氏
直接会場にお越しください。先着順です。
・特別養護老人ホーム杜の家やしお施設長
■主催
・やしお介護サービス事業者連絡会代表
#谷口眞知子
地域で共に生きるナノ
・地域で共に生きるナノ代表
■共催
・三郷市地域自立支援協議会委員
八潮市
・埼玉県自立支援協議会委員
■後援
・埼玉県高次脳機能障害支援体制整備推進委員会委員
16：20
閉会挨拶
公益財団法人さわやか福祉財団
16：30 閉会
社会福祉法人大樹会

■開催場所

特別養護老人ホーム杜の家やしお
さくらの樹有限会社、埼玉県、三郷市、吉川市
松伏町、越谷市、草加市、三郷市社会福祉協議会、吉川市社会福祉協議会
八潮市社会福祉協議会、草加市社会福祉協議会、松伏町社会福祉協議会
■問い合わせ
地域で共に生きるナノ
代表 谷口眞知子

担当 山崎光弘、丹 直利

埼玉県三郷市戸ヶ崎 2193-1 ［TEL／FAX］048-956-2224 ［WEB］http://nanojp.jimdo.com/
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