三郷市内外の

 ボランティア募集のおしらせ 

情報をお届けします！

みさと協立病院
通所リハビリ室

日中活動のお手伝い

障がいがあっても高齢になっても心身ともに健康で過ごすため、日々リハビリやゲームを楽しんでいます。
ボランティアさんとの交流を通じて利用者さんが楽しく元気に励めるよう、応援してくださるかたを募集します。
2012

■活動内容
入浴後の整髪、レクリエーションのお手伝い、話し相手

Contents

特技や趣味を生かした活動(楽器演奏、踊り披露、手芸、書道など)

P.2

講演会のおしらせ「災害について考える集い」

※囲碁・将棋のできるかた、大歓迎です！

P.3

助成金のおしらせ「大和証券福祉財団・ボランティア活動助成」、ボラセン情報局

P.4

ボランティア募集「みさと協立病院 通所リハビリ室」

■活動日時
月～土曜日(祝日除く)

午前 10 時～午後 4 時で活動可能な時間

※1～2 時間でも大丈夫です。
■活動場所
みさと協立病院 リハビリ室 (三郷市田中新田 273-1)
ＪＲ三郷駅北口 無料送迎バス 5 分
■募集人数など
4～5 人(高校生以上)
■持ち物

病院に併設された通所リハビリ
(デイケア)です。通所される利用
者さんがより自立したそのかた
らしい生活が送れるよう支援し
ています。リハビリを重視し身体
の機能訓練だけでなく日々生活
がより快適に暮らせるよう生活
場面にも視点を置いています。

暑い夏
ここに！

NO．124

彩の国ボランティア 体験プログラム 2012 実施中！

エプロン
■その他
事前オリエンテーションを実施します。ご興味のあるかたは、下記までお電話ください。

三郷点字サークル「ウィズ」
点字体験

■問い合わせ
みさと協立病院 通所リハビリ室 (連絡可能時間帯：午前 9 時～午後 4 時 30 分)
[TEL＆FAX] 048-958-2769 (直通)

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

[担当] 清水、荒木

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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▲左：作った点字を視覚障がい者のメンバー
に添削をしてもらっている場面
▲右上：点字をメンバーから教わりながら、
真剣に打ちました。

―４―

三郷市ボランティアセンターでは、7 月 21 日～8 月 31 日の夏休み期間にボランティア活動のきっかけづくり
として「彩の国ボランティア体験プログラム」を実施しています。今年は 120 人近い参加があり、市内の福祉
施設などの活動先で体験をしています。写真は、三郷点字サークル「ウィズ」点字体験の様子。参加者は視覚
障がい者の皆さんのお話を聞いたり、点字を教わりながら暑中見舞い作りなどをしました。

【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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 助成金のおしらせ 

 講演会のおしらせ 

平成２４年度（第 19 回）ボランティア活動助成 ～公益財団法人 大和証券福祉財団～

災害について考える集い ～埼玉県社会福祉協議会～
震災で命を支えたのはどんな備えや力だったのか―被災地の復興再生に向けて何が必要なのか―そし
て今、埼玉県内で取り組むべきことは何か―
本集いでは、被災地の今とこれから、そして、県内の様々な団体による防災・減災のための活動を通し
て、災害に備えた地域づくりを考えます。
■日 時

普及活動などを行うことにより、ボランティア活動に参加できる環境整備を図り、国民の福祉の向上に
資することを目的として活動しています。特に在宅高齢者、障がい児・者、児童問題などに関するボラ
ンティア活動に対し、助成します。
■応募資格

8 月 21 日(火) 午後 1 時～4 時 30 分(午後 0 時 30 分開場)

ボランティア活動を目的とした団体・グループ（※学生・若者のボランティア活動も積極的に支援します。）

■会 場

（申し込みに際しては、社会福祉協議会・共同募金会などの推薦を必ず受けてください。）

大宮ソニックシティ 小ホール

■助成金

さいたま市大宮区桜木町 1-7-5（ＪＲ大宮駅西口 徒歩 3 分）
■内容

1 講演 午後 1 時 10 分～

2 実践報告 午後 3 時 05 分～

震災と向き合う

災害に備えた地域づくり

～被災地の今とこれから～

①志木市社会福祉協議会

①河北新報社

入場無料
定員 500 人

震災ﾊﾝﾄﾞﾌﾞｯｸ作成を通した地域の関係者との協議及び災害時対応の確認など

編集局報道部震災取材班

②川島町民生委員・児童委員協議会

高橋 鉄男 氏

防災カードを通じた災害時要援護者の把握や見守り活動、避難訓練の実施など

②陸前高田市社会福祉協議会
事務局長

大和証券福祉財団は、福祉・医療分野などにおけるボランティア活動の助成、ボランティア精神の啓発・

③三郷市東町みなみ町会自主防災会
自主防災訓練、指導者養成講座の実施を通じた地域づくりなど

及川 賢一 氏

上限額 30 万円 （1 団体あたり）
■応募期間
平成 24 年 8 月 1 日（水）～9 月 15 日（土） ※当日消印有効
■助成対象期間
平成 25 年 1 月～12 月の活動に対して助成
■応募方法
所定の申込書を財団事務局宛にご郵送ください。申込書が必要な場合は、財団事務局までご請求ください。
なお、財団ホームページからもダウンロードできます。 http://www.daiwa-grp.jp/dsf/index.html
■申し込み・問い合わせ
公益財団法人 大和証券福祉財団 事務局
〒104-0031 東京都中央区京橋 1-2-1 大和八重洲ビル

その他各種団体、ＮＰＯなど多数！

[TEL] 03-5555-4640

[FAX] 03-5202-2014

※ボランティア活動などに関する調査研究助成も同時に募集しています。

■そのほか

ボラセン情報局

・全席自由です。
・ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

平成
24 年度版

■申し込み方法
「災害について考える集い」
「氏名」
「所属」「電話番号」を記入の上、FAX もしくはメールでお申し
込みください。

三郷市内の障がい児者、子ども、高齢者、病院など

■申し込み・問い合わせ

の分野で行われているボランティア活動の紹介と、

埼玉県社会福祉協議会 地域連携課
[TEL] 048-822-1192

[FAX] 048-822-1449

[メール] vc@fukushi-saitama.or.jp

冊子を発行しました。新たに活動をはじめようと考

■主催

えているあなたのきっかけづくりとして役立ててく

埼玉県社会福祉協議会
埼玉県民生委員・児童委員協議会、埼玉県老人クラブ連合会、埼玉県地域婦人会連合会
■後援

ださい。ボランティアセンターにて配布しています。
▲左：ボランティア活動先情報 (A4・28 ページ 掲載 23 件)
右：ボランティア・市民活動団体情報 (A4・25 ページ 掲載 25 団体)

埼玉県(予定)
VOLUNTEER MISATO 8 月号（NO．124）

ボランティア団体や市民活動団体の情報をまとめた
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