三郷市内外の

情報をお届けします！

 義援金ご協力のお願い 

茨城県竜巻災害義援金募集

～茨城県共同募金会～

平成 24 年 5 月 6 日の竜巻災害により被害を受けたかたを支援するため、義援金を受け付けています。皆様のご
協力をお願いいたします。なお、義援金の配分は、茨城県に設置された義援金配分委員会で決定し配分されます。
■義援金受入口座
①常陽銀行
②筑波銀行
③茨城県信用組合
④中央労働金庫
⑤茨城県信用農業協同組合連合会
⑥ゆうちょ銀行
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Contents

本 店 （004） 普通預金 3628080
県庁支店（060） 普通預金 1102175
千波支店（024） 普通預金 7548005
水戸南支店（170）普通預金 7344970
本 店 （001） 普通預金 0007656
口座記号番号
00120-3-774

P.2‐3

ボランティア募集のおしらせ
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ボランティアやります！
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義援金ご協力のお願い
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※口座名義はいずれも「社会福祉法人茨城県共同募金会 茨城県竜巻災害義援金」(ゆうちょ銀行を除く)
※上記銀行及び郵便局窓口での取扱いの場合、振込手数料は無料です。
※ATM・インターネットバンキングによる振込は有料となります。
■現金書留による送金
社会福祉法人 茨城県共同募金会
〒310-0851 茨城県水戸市千波町 1918 番地 茨城県総合福祉会館 2 階
※個人のかたは、郵便料金が免除されます。
※現金書留用の封筒に「救助用郵便」と明記してください。
■義援金の課税上の取扱い

受付期間

義援金の寄付について税制上の優遇措置を受けることができます。
※税制上の優遇措置を希望する場合は、お手数ですが「領収書発行依頼書」を本会までご送付願います。
後日、本会発行の領収書を送付いたします。
■そのほか
災害義援金のみを取り扱います。救援物資・物品は取り扱いません。
■問い合わせ先

市内に住む猪狩さんは、民謡や歌謡曲に合わせて、自分で創作した舞踊を披露していらっしゃいます。取材に訪れ

茨城県共同募金会 事務局 [TEL] 029-241-1037

た戸ヶ崎デイサービスセンターでは、利用者の皆さんの前で 4 曲を披露。
“自分で創作をした舞踊をたくさんの人に
見ていただき、喜んでいただけることが嬉しい”とおっしゃっていました。利用者のかたからは、
“着物の立ち姿が

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)
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美しかった！”などの声が挙がり、馴染みある民謡が流れると思わず口ずさむ場面もありました。

猪狩さんは、今後もさまざまな場所でボランティアとして披露をしたいとお考えでいらっしゃいます。
詳しくは、3 ページをご覧ください♪

【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 

 ボランティア募集のおしらせ 

コンサートステージ機材搬入のお手伝い募集

保育ボランティア募集

～緑の風福祉会後援会 コンサート実行委員会～

～「サークルDUMBO」松伏町～

緑の風福祉会後援会は、障がい者の日中生活の場「みどりの風」を運営している社会福祉法人緑

サークル DUMBO は、未就学の障がいのある子どもとママたちが楽しい時間を過ごすための育児サ

の風福祉会の後援会組織です。障がいがあっても“生まれ育った地域で豊かに暮らせる”ために、

ークルです。メンバーは松伏町のほか「中川の郷療育センター」に通う近隣地域の利用者が集い、

安心して託せる「くらしの場」としてグループホーム・ケアホームを確保しておきたいと、今年

ママたちのリフレッシュのために情報交換をしたり、子どもたちと一緒に遊んで過ごしています。

の 4 月にケアホーム第 1 号(男子のみ)が開所しました。次は女子のケアホームをと考えています。

今回、
“子どもたちの成長のため、多くのかたとふれあう機会が欲しい”と願い、ママたちと一緒に、

後援会は、こうした実現に向けて活動していることを知っていただくことを目的として毎年チャ
リティーコンサートを開催しておりますが、その搬入を手伝っていただけるかたを募集します。

ダ

ン

未就学の障がい児・きょうだい・ママたちとのふれあい

ボ

障がいのある子どもたちや兄弟・姉妹と交流したり、保育のお手伝いをしてくださるかたを募集し
ます。子どもたちと遊んで、成長を一緒に見守りませんか？
■活動日時

■活動内容
研ナオコ&野口五郎コンサート当日、ステージ機材の搬入のお手伝い。
舞台監督の指示に従って機材をステージに運んでください。
■活動日時

6 月 23 日(土)

午前 8 時 30 分～11 時 30 分頃

■活動場所

三郷市文化会館大ホールステージ（埼玉県三郷市早稲田 5-4-1）

■募集人数

5 人(男性)

■そのほか

昼食時、カレーの提供をします。

■申し込み方法 6 月 8 日(金)までに、電話、FAX、メールのいずれかでお申込みください。
■問い合わせ

緑の風福祉会後援会 コンサート実行委員会 担当：笠貫(かさぬき)
[TEL]048-959-1615 [FAX]同左
[E メール]f_midorinokaze@ybb.ne.jp

毎週土曜日(祝日のぞく) 午前 10 時～午後 2 時
※活動日や時間については応相談(月 1 回でも大丈夫です。)
■活動場所
メンバー自宅(北葛飾郡松伏町松葉)
■アクセス
JR 武蔵野線「越谷レイクタウン」または「南越谷」からバスで 20 分

H ジャパンタローズバス「松伏ニュータウンショッピングセンター」下車 徒歩 5 分
■申し込み・問い合わせ
松伏町社会福祉協議会

[TEL]048-991-2700 [E メール]matsubushi-shakyo777@saitama.email.ne.jp

 ボランティアやります！ 

創作舞踊を披露します。
研ナオコ&野口五郎 special stage～お気に召すかな！？～PartⅡ

猪狩さんは、歌謡曲や民謡に合わせた創作舞踊を披露する機会を求めています。
市内福祉施設、町会や老人クラブ、子ども会などで興味のあるかたはお気軽にお問合せください。

■日時
6 月 23 日(土)午後 4 時～6 時(午後 3 時開場)

■場所

■会場
三郷市文化会館大ホール

依頼された施設など

全席指定

■活動日時

■費用
1 階…S 席 6,300 円 A 席 5,500 円

相談のうえ決めましょう。(目安：20 分～1 時間程度)

2 階…全席 5,000 円 (当日券各 300 円増) 障がい者割引 500 円

■準備品
ＣＤプレイヤー(ＣＤは、猪狩さんが持参されます。)

■申し込み・問い合わせ
緑の風福祉会後援会 コンサート実行委員会
[TEL]048-959-1615

■そのほか

猪狩さんは現在、市内の
デイサービスセンター
(三郷藤光苑、采女の里)
などでも定期的に活動を

披露中に、音楽の操作をお願いします。

されています！

■申し込み・問い合わせ
三郷市ボランティアセンター [TEL] 048-953-4191
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