三郷市内外の

情報をお届けします！

 助成金のおしらせ 
平成 24 年度「連合・愛のカンパ」助成

〜(公財)さわやか福祉財団〜

この助成は、新たな草の根型市民活動を初期運営資金面から支援するために、さわやか福祉財団が日本労
働組合総連合会（連合）
「連合・愛のカンパ」より資金を提供いただいて実施するものです。
2012

◆助成内容
新たに始める、地域における「ふれあい・助け合い活動（高齢者・子ども・障がい児者を含めた地域ぐ
るみの助け合い・支えあい活動）
」の運営費 (一般管理費)・事業費

Contents

上限 15 万円（約 27 団体）

P.2

◆団体の条件など

聞こえに関するシンポジウム「聞こえないってどんなこと？」
ふらっとふれあい福祉パーク in レイクタウン」

※新規事業の立ち上げ、または、新たな団体の立ち上げのための準備資金に限定
※継続的・持続的な活動が期待されるものであること(単発企画は対象外)

NO．127
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ボラセンレポート「ボランティアさんご紹介します♪」「使用済みが役立っています！」

P.4

助成金のおしらせ「連合・愛のカンパ」助成～(公財)さわやか福祉財団～

平成 23 年 12 月 1 日以降に立ち上がった団体、または既存の団体であっても従来の活動に加えて新たに
開始した事業であること
※平成 24 年 11 月末までに具体的な活動が開始できることが、これまでの動きから客観的にも見込まれる場
合は、応募時点で準備段階でも可(プランのみでは不可)
※非営利活動を主たる目的とした任意団体、ＮＰＯ法人、グループ、サークルなどであること

◆応募締切
平成 24 年 11 月 26 日(月) 必着
◆応募方法
ホームページから申込書をダウンロードし、必要書類と併せて郵送してください。
詳しくは、
「応募条件・要領」をご覧ください。
◆申込・問い合わせ
公益財団法人さわやか福祉財団（立ち上げ支援プロジェクト）[担当] 木原／原島
〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-8 日本女子会館７階
[TEL] 03-5470-7751

[WEB] http://www.sawayakazaidan.or.jp/

ボランティアみさと 配布先

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！

▲三郷市聴覚障害者の会&三郷市手話サークル「さくら草」のステージ発表。名曲「上を向いて歩こう」を手話で♪

w 第 22 回「三郷市ふれあい広場」実施しました w
三郷市社会福祉協議会は、市内の障がい者団体とともに 10 月 13 日(土)ふれあい広場を実施しました。

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
VOLUNTEER MISATO

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）
早稲田児童センター(三郷市早稲田早稲田 3-18-14)
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)、南児童センター(三郷市戸ヶ崎 2-654)
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)

11 月号（NO．127）

―４―

会場の早稲田公園にはたくさんのかたが来場してくださり、模擬店などのそれぞれのブースは大変賑
わっていました。また、ステージ発表では楽しい音楽などで溢れていました。

【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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 イベントのおしらせ 
聞こえに関するシンポジウム

「聞こえないってどんなこと？ 」

市内在住、日本音楽審査員協会の審査員・歌謡師範も務める「歌唱友輪会」の遠藤建さんは、毎月、

「聞こえない」「聞こえづらい」その原因はさまざまです。聞こえについてご自身の体験談、悩み、困りごと、またはその
ご家族、手話や要約筆記に関心のあるかたなど、お誘いあわせの上、ぜひお越しください。講師には関東で初めて

高齢者施設「三郷ケアセンター」や「三郷藤光苑」で、カラオケを主としたお楽しみ会を企画されて
います。三郷ケアセンターでの活動は、なんと今年で 11 年目！！大変好評で、利用者のかたも毎回楽
しみに待っていらっしゃいます。

聴覚障がい者を中心とした特別養護老人ホームの施設長をお迎えします。

活動は、まず施設利用者のかたと一緒に童謡などを合唱、その後、利用者のかたが歌謡曲を歌いま
す。最後は、遠藤さんや遠藤さんの教室に通う生徒さんが素敵な歌声を披露！「番場の忠太郎」
「瞼の

◆日時

母」など懐かしの名曲が披露され、利用者のかたたちも、口ずさんでいらっしゃいました。

12 月 1 日(土) 午前 10 時〜午後 0 時 30 分

手話通訳・要約筆記
磁気ループが付きます！

◆場所
瑞沼市民センター2 階 多目的室
◆内容
○第 1 部講演

参加費無料 定員 50 人(当日先着順)

テーマ「聞こえないってどんなこと」
講師

永井 紀世彦 氏 （特別養護老人ホームななふく苑施設長）

○第 2 部パネルディスカッション
パネリストに聴覚障がい者、その家族、手話通訳士を招き、「聞こえ」をテーマに話し合います。
◆問い合わせ
三郷市 障がい福祉課 ［TEL］ 048-930-7778 ［FAX］ 048-953-7785
▲利用者のかたと一緒に(三郷ケアセンターにて)

▲歌に合わせた衣装で、熱唱する遠藤さん
(三郷藤光苑にて)

ふらっとふれあい福祉パーク in イオンレイクタウン
保育士による手遊びなどの実演、福祉系の職業やボランティア活動の紹介など、福祉の魅力がギュッとつまっ
たイベントです。さまざまなお楽しみ企画もご用意していますので、ご家族そろってお越しください。

「使用済み」が役立っています！ (ご報告)
三郷市ボランティアセンターでは、使用済み切手や書き損じハガキ、使用済みプリペイドカードを回収し
ています。今回、集まったプリペイドカード(31.75kg)を回収業者に売却しました。
内容は次のとおりです。

◆日時

[内訳] テレホンカード・オレンジカード 488 円

11 月 10 日(土) 正午〜午後 4 時

交通機関関係カード

◆場所

1,490 円

この資金は、三郷市社会福祉協議会を通じて様々な福祉活動に役立たせていただきます。

イオンレイクタウンＫＡＺＥ 光の広場ほか

また、未使用切手・書き損じ(未使用)ハガキについても、三郷市社会福祉協議会で活用させていただき

ＪＲ武蔵野線 越谷レイクタウン駅徒歩約 3 分

ます。

◆内容

使用済み切手については、毎年、深谷市にある「養護盲老人

プリマベーラショー/ファンタジーイリュージョンマジック(①午後 0 時 50 分〜②午後 3 時〜)
福祉施設ってどんなところ？パネル展示

ホームひとみ園」にお渡しています。
これらは、施設設備の拡充などに役立てられています。

福祉・介護用具コーナー
障がい者授産製品展示販売コーナー など

皆さまの温かいご支援・ご協力に感謝申し上げます。

◆問い合わせ
埼玉県社会福祉協議会 福祉人材センター
VOLUNTEER MISATO 11 月号（NO．127）

使用済み切手は
切手が傷つかな
いように 1cm く
らい余裕を持っ
て台紙から切り
取ってください。

［TEL］ 048-833-8001
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