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「国連 ESCAP アジア太平洋障害者の次の十年」スタート記念企画
障害のある人たちをテーマとする映像イベント！

第５弾

つながり映画祭

〜コンパス〜

つながり映画祭とは、障害のある人たちをテーマとする映像イベントです。
大震災の際の「障害者の死亡率２倍」という衝撃的な事実を明らかにした JDF(日本障害フォ
ーラム)制作の記録映画「生命のことづけ」も上映します。
主な記事
障害とは何か？ を考える機会として、障害の問題を分かりやすく描いた映像の力を活かし
ていきたいと考えています。この企画でご理解いただき、みなさまの絶大なるご支援をお願いい
たします。

今月の表紙 受賞者のかたおめでとうございます！ 第 6 回三郷市社会福祉大会
２ページ 【お知らせ】11/30 聞こえのシンポジウム
【お知らせ】1/25

第 2 回初めてのボランティアガイダンス

３ページ 【V 募集】ボランティア募集〜三郷憲生・デイサービスひかり〜

◆日

程

◆場 所

【お知らせ】はじめての要約筆記講座

１２月５日(木)〜９日(月)の５日間

４ページ 【お知らせ】第 5 弾 つながり映画祭

渋谷アップリンク（東京都渋谷区宇田川町３７−１８ トツネビル）
渋谷駅より徒歩９分

◆料 金

第 6 回三郷市社会福祉大会

当日一般 1,200 円（シニア・学生、障害者 1,000 円）
前売特別鑑賞券 1,000 円

１１月１０日、第６回三郷市社会福
祉大会が開催されました。

回数券(５回券)3,000 円（取扱いはきょうされん、アップリンク）
※回数券は、同一映画で複数人による使用はできません。
◆上映作品

三郷市社会福祉大会とは、三郷市
の社会福祉の発展に功績があった
かたがたを表彰するとともに、市民
参加によるお互いに支えあう福祉
のまちづくりを目指して、三郷市と
社会福祉協議会の共催で行ってい
ます。
ボランティア部門では、個人 12
人、23 グループが受賞しました。

きょうされんホームページにてご確認ください。
http://www.kyosaren.com/workshopAndEvent/2013/10/post-6.html

◆問い合わせ

障害福祉サービス事業所
〒341-0008

コンパス

担当 中村 由美

駒形１２４

【TEL】０４８−９５８−２５５５
【FAX】０４８−９５８−２５５５

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！

三郷駅周辺
みさと書房(早稲田 2-2-6)/亀有信用金庫三郷駅前支店(三郷 2-20-1)
川の郷福祉会(早稲田 1-11-13）カーブスワオシティ三郷(三郷 1-3-12 階)
NPO 法人ワーカーズ・コレクティブ青いそら(早稲田 5-4-1 文化会館 1 階)
地域活動支援センターパティオ（早稲田 3-26-3 ふれあい早稲田 3 階）
早稲田児童センター(早稲田 3-18-14)
幸房・谷中・谷口周辺
特別養護老人ホーム小鳩園(幸房 680)/ドコモショップ三郷店(幸房 131-1)
亀有信用金庫早稲田支店(谷口 631-1)/三郷郵便局(谷中 14-9)
新和・栄周辺
NPO 法人ひまわりの家(新和 4-562-3)/工房風のうた(新和 4-601)
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埼玉みさと総合リハビリテーション病院(新和 5-207)
新三郷駅周辺
介護老人保健施設三郷ケアセンター(南蓮沼 260-2)/みどりの風
(半田 1212-2)
天神周辺 イトーヨーカドー三郷店(天神 2-22)
鷹野周辺 ブックスたかの(鷹野 3-14)
戸ヶ崎周辺
地域包括支援センターみさと南(戸ヶ崎 1-568-1)/南児童センター
(戸ヶ崎 2-654)亀有信用金庫三郷支店(戸ヶ崎 2-285)
三郷前谷支店(戸ヶ崎 3-116-2)
高州周辺 亀有信用金庫高州支店(高州 1-291-1)
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聞こえのシンポジウム
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ボランティア募集 〜三郷憲生・デイサービスひかり〜

〜障がい福祉課〜

三郷憲生・デイサービスひかりでは、高齢者住宅とデイサービスの運営を行っています。
■日 時

11 月３０日（土）

■対 象

10：00〜12：00

聴覚障がい者

私たちはご利用者様の「笑顔」を支えてくださるボランティアを募集しています。レクリエーション、行

聞こえについて悩みや困りごとがあるか

事、日常生活とご利用者様の「笑顔」が輝く瞬間がたくさんあります。
この記事を見て、少しでも興味をもたれましたらお気軽にお問い合わせください。

たやその家族
■場 所

ピアラシティ交流センター 体験室 A

介護関係に従事しているかた

(泉７７)
■その他
■内 容

◆場 所

三郷憲生・デイサービスひかり（上彦名５９５−１）
JR 新三郷駅から徒歩２０分

■問い合わせ

講演会、意見交換を行います。
■講 師

随時(応相談)

手話通訳、要約筆記、磁気ループあり

「聞こえない人の暮らしを見つめて
〜介護〜」

◆日 時

永井 紀世彦氏

三郷市役所

または 東武バスで三郷駅行「四街区」下車徒歩５分

障がい福祉課障がい福祉係

グローバル交通で三郷駅南口行「工業技術高校」下車徒歩４分

【TEL】048-930-7778
◆活動内容

(特別養護老人ホームななふく苑前施設長)

レクリエーションのサポートや実際に行っていただけるかた
行事の際に出し物や演奏などをしていただけるかた
日常生活において傾聴やコミュニケーションを行っていただけるかた

第2回

将棋、囲碁、活花(生花)、麻雀、書道のできるかた、大歓迎です！！

初めてのボランティアガイダンス

ボランティアをしてみたいけど、何をしたらいいかわからない・・・

※特にレクリエーションなどでご利用者様を喜ばせていただけるととても嬉しいです。
◆その他注意事項 ボランティア保険の加入をお願いします。

市内でどんな活動をしている団体があるか知りたい・・・というかた、勇気をだして始めの一歩を踏み出して
みませんか？？

◆問い合わせ・申し込み

このガイダンスは、初めてボランティア活動をしようという人を対象とした講座です。
「ボランティアって何？」

三郷憲生・デイサービスひかり

「どんな活動をしているの？」などの質問にお答えします。

〒341-0004 上彦名 595-1

お気軽にご参加ください。

【TEL】048-959-1537

◆ 日 時

平成２６年１月２５日(土) １４：３０〜１５：４０（受付１４：００〜）

◆ 場 所

鷹野文化センター 大会議室 B
金町駅行バスで「八木郷橋バス停」下車徒歩３分
または 「鷹野文化センター入口バス停」下車徒歩２分

◆ 募集人数
◆ 参加費

【FAX】048-959-1637

はじめての要約筆記講座

土曜に開催！

ＪＲ三郷駅、TX 三郷中央駅から

担当 横野・浅井

■日 時

平成 26 年１月 21 日(火)〜

■対 象

無料

◆ 問い合わせ・申し込み

10：00〜12：00

は同程度のレベルのかた

全7回

聴覚障がい者に対する活動が 1 年以上
あるかた

電話・FAX・メールのいずれかでお申し込みください。なお FAX・メールでお申し込みの際は、
「初めてのボランティアガイダンス」と記入し、「氏名・住所・電話番号・このガイダンスを何で知

市内在住及び在勤の 18 歳以上で手話奉
仕員養成講座(入門・基礎課程)修了また

3 月 11 日(火)

１５人

〜障がい福祉課〜

■場 所

ピアラシティ交流センター
(泉７７)

ったか」をお知らせください。

■問い合わせ・申し込み
12 月 27 日(金)までに来庁または電話

三郷市ボランティアセンター
担当 五十嵐
【TEL】 048-953-4191 【FAX】048-953-4192
【メール】mvc@misato-syakyo.or.jp
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■定 員

でお申し込みください。

15 名（抽選）

三郷市役所障がい福祉課障がい福祉係
【TEL】048-930-7778
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