三郷市内外の

 ボランティアやります！ 
市内の施設や地域行事で・・・

情報をお届けします！

マジックを披露します！

市内に住む新野田さんは、
「シンディ」として、児童センターや
高齢者施設などでマジックを披露し、行事などを盛り上げていら
っしゃいます。
“これからもあっと驚かせるマジックでたくさん
のかたに喜んでほしい”と新野田さん。イベントなどで、マジッ

■活動内容

マジック披露

■対象

市内福祉施設、保育所、町会や老人クラブ
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■場所

依頼された施設など

P.4

ボランティアやります！

■活動日時

相談のうえ決めましょう
（時間は 30 分程度）

■費用

材料費や交通費の一部費用負担(500 円程
度)をお願いする場合があります。

■問い合わせ

▲マジックを披露する新野田さん

三郷市ボランティアセンター
[TEL] 048-953-4191
新野田さんは、マジックを披露するだけでなく、見ているかたが飽きないようにお話を交えたり、

▲販売されている野菜は安くて新鮮と評判！

簡単にできるマジックを伝授したりと、様々な工夫をされています。

▲昼食づくりをする「ほっとピア」支援者の皆さん

取材に訪れた南児童センター「新1 年生歓迎会」では、ピカピカの小学新1 年生の皆さんに簡単にできる

r NPO 法人 サポートネットほっとピア

マジックを２つ伝授。子どもたちは興味津々で、教えてもらったマジックを夢中で取り組んでいました。
マジックを覚えるとみんなの顔に笑みが！お友達同士で自慢げに見せ合いっこをしていました。

住所：三郷市早稲田 3-26-20
TEL：048-959-3112
▲新鮮な野菜を使ったメニュー

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)

「NPO 法人 サポートネットほっとピア」は、精神障がいのあるかたの家族会が中心となり、障がいの有
無に関わらず、地域で暮らす様々な人が集える場所を目指し活動をしています。
毎週土曜日の朝に行っている野菜直売所では地元の新鮮な野菜などを販売。直売所を閉じた後は、支援者
の皆さんが一堂に会して昼食を楽しんでいます。

【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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 ボランティア募集のおしらせ 

 助成金のおしらせ 

埼玉県共同募金会

「絆ジャパン復興支援チーム」
日帰りバスで行く
！

～福島被災地復興支援ボランティア～

助成事業募集のお知らせ

埼玉県共同募金会では、多様な民間福祉活動への柔軟な対応と、資金ニーズに即した助成を実現するため、

東日本大震災から 1 年。まだまだ支援の行き届かない場所が点在しています。

次のとおり助成事業の募集を行っています。過去に配分金を受けたことのある団体はもとより、初めて応

絆ジャパン復興支援チームでは当面の間、被災地の復興にご協力くださるかたを下記のとおり募集しています。

募しようとする団体の皆さんもお気軽にご相談ください。

■対象

20 歳以上の健康なかた

毎週

※最寄りの社会福祉協議会でボランティア活動保険 天災プラン
へのご加入(490 円～/年)を済ませてください。
■活動内容

設支援 ほか
■活動場所

福島県いわき市（豊間、江名沿岸部、小名浜市街地）

■費用

一般 3,000 円、学生 2,500 円（当日バス車中で集金）

■持ち物

長袖・長ズボンの作業着、運動靴、長靴(要、踏み抜き防止の
中敷き)、帽子、厚手ゴム手袋、皮手袋、ゴーグル ほか
※現地のお弁当屋さんからの購入にご協力をお願いします(500 円)。
※現場の状況により必要なものは変化します。

■申し込み

武蔵浦和駅＆ 南浦和駅前
出発>ボランティア活動>夜帰着

津波による流出物回収、集積、分別、支援物資仕分け、民間施

◆ 年間を通じて助成要望書を受付けています。
◆ 助成決定は年２回行います。

曜日朝発

5:50 武蔵浦和駅前集合
6:15 南浦和駅前集合
<バスで移動>
10:00 活動開始
12:00 昼食、 休憩
12:50 活動再開
15:30 活動終了
<バスで移動>
19:30 南浦和駅着
20:00 武蔵浦和駅着

■問い合わせ

社会福祉法人 埼玉県共同募金会
〒330-0075 さいたま市浦和区針ヶ谷 4－2－65 彩の国すこやかプラザ内
［担当］業務課

［TEL］048－822－4045

［FAX］048－824－9819

［URL］http://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama00/AKAIHANE/AKAIHANE.htm

平成 24 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や
学校の PTA や親の会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

※ヘルメットは現地で借用します。

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、
皆様からの

※詳しくはブログをご覧ください。http://profile.ameba.jp/hakuyukai/

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、延べ 528 グループへ助成してい

①絆ジャパン復興支援チームブログの申し込みフォームに必要事項を入力

ます。

ブログアドレス http://profile.ameba.jp/hakuyukai/
②電子メールの件名に希望参加日、本文に必要事項（氏名、ふりがな、性別、生年月日、年齢、

■助成対象

血液型、住所、電話、本人以外の連絡先、ボランティア経験の有無、参加動機、活動への思い）を入力
■問い合わせ

また、会則や会員名簿、事業計画などが整っていることが必要です。

「絆ジャパン復興支援チーム」代表 坂下 [E-mail] kizuna.japan1973@live.jp
※こちらの活動は、
「(株)エム・ビー観光」ご協力のもと行っています。

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など
※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

■助成額

限度額 10 万円
※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。

 講座のおしらせ 

■申し込み

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

平成 24 年度 三郷市手話講座のお知らせ

布しております。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/]

この講座は、初めて手話を学ぶかたを対象に手話の基本などを学習します。この講座を通して障がいの理

■締め切り

解を深めていただければと考えています。

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

■日時

平成 24 年 5 月 15 日(火)～平成 25 年 3 月 12 日(火)

■対象

初めて手話を学ぶかたで、市内在住・在勤・在学の 18 歳以上のかた

■定員

20 名

■申し込み

5 月 7 日(月)までに電話でお申し込みください。

■問い合わせ

三郷市障がい福祉課

[TEL] 048-930-7778

平成 24 年 5 月 24 日(木)【市町村社会福祉協議会へ必着】
って書類を提出してください。結果は、6 月中旬～7 月上旬予定です。

午前 10 時～正午(全 35 回)

※三郷市社会福祉協議会も窓口となります。申請を考えているかたは事前に三郷市社会福祉協議会まで、ご連絡
をください。

■問い合わせ

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内
[TEL] 048-822-1435

[FAX] 048-822-1449

[E-mail] vc@fukushi-saitama.or.jp
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