てもらうため、障害を持つかたを励ますための講演活

案 内 第9回パティオ講演会

動を展開中。著書に『発達障害と 15 人の楽しい仲間

今回のテーマは「夢」

た ち』が あ る。ま た、ヘ ア メ イ ク 事 務 所「Tokyo
Makeup」、全国の障がい者施設の商品を販売する「あ

講演
人生を楽しく前向きに！
ポジティブハッピーライフ

りがとうショップ」の経営を通じて、障がい者の賃金
向上のために奮闘している。
問い合わせ

講師
砂長 美ん（すななが びん）氏

地域活動支援センターパティオ

27

TEL048‑950‑7311

募集 キッズフェスティバルボランティア

地域活動支援センターパティオでは、障がい者福祉へ
の理解を広げ、当事者を励ますことを目的とした講

三郷市立早稲田児童センター

演会、障がいを持つ当事者と支援者によるパネルディ
スカッション行います。

年に一度、早稲田児童センター最大規模で行うお祭りの

また、事業所や障がい者団体の活動紹介、自主製作

運営に皆さまのお力を貸してください！

品の販売もございます。

ゲームコーナーの受け付けや、模擬店のお手伝いをして

「夢を叶えるためにどう動いていますか」をスローガ

10

ぜひ、子どもたちの笑顔と一緒に楽しい時間を過ごしま

な方法で表現します。ぜひ、障がいを知る、考えるきっ

しょう。

かけにしてください。（入退場自由、無料）

日時

11 月 17 日㊋ 13:00〜16:00（開場 12:00）

場所
早稲田児童センター（早稲田 3‑18‑14）

場所
文化会館小ホール（早稲田 5‑4‑1）

JR 武蔵野線三郷駅北口下車徒歩 13 分

JR 武蔵野線三郷駅北口下車徒歩 13 分

募集
中学生以上

講師プロフィール
砂長 美ん氏

１２
３４

持ち物

茨城県生まれ、東京都在住。ロンドン芸術大学卒業。

動きやすい服装、上履き (※かかとのあるもの )、

在学中に教授からディスレクシア ( 学習障害の一つ

タオル、飲み物

で、知的に問題はないものの読み書きの能力に著し

申込方法

い困難を持つ症状を言う ) の指摘を受ける。帰国後

電話、FAX、メールのいずれかでお申込みください。

一人悩むが、ディスレクシアの普及支援活動をして

問い合わせ・申し込み

いる NPO 法人エッジの仲間と出会い、障がい者の

三郷市立早稲田児童センター

ビジネスプランコンテストで準グランプリを受賞。

午前 8 時 30 分〜午後 5 時 30 分

コンテストの賞金 60 万円で惣菜店「Euro Deli」を

〒341‑0018 三郷市早稲田 3‑18‑14

経 営 し な が ら、2012 年 ド キ ュ メ ン タ リ ー 映 画

TEL048‑959‑6631

「DX（ディスレクシア）な日々」にボランティアで

FAX048‑959‑6633

出演し、主役を務めた。現在、発達障害を広く知っ

メール gorilla09001730@gmail.com

三郷市ボランティアセンター、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)
カーブスワオシティ三郷(三郷 1-3-1 ワオシティ三郷 2 階)
川の郷福祉会(早稲田 1-11-13)/ 早稲田児童センター(早稲田 3-18-14)
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)
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)
【幸房・谷中・谷口周辺】
特別養護老人ホーム小鳩園(中央 4-8-4)/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 631-3)/三郷郵便局(谷中 14-9)
【新和・栄周辺】
ひまわりの家(新和 4-562-3)/ 工房風のうた( 新和 4-601)
埼玉みさと総合リハビリテーション病院( 新和 5-207)
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【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)
【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 2-284)
亀有信用金庫三郷前谷支店(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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表紙
たくさんの笑顔、ありがとう！ボランティア体験プログラム
２ページ 【レポート】彩の国Ｖ参加者の声、ボランティア受入先の声
３ページ 【助成金】埼玉県共同募金会、【募集】埼玉いのちの電話ボランティア
４ページ 【募集】10/18㊐キッズフェスティバルお手伝い、
【案内】11/17㊋パティオ講演会

10 月 18 日㊐ 9:00〜16:00

日時

2015

主な記事

いただけるかたを大募集しています。

ンに、夢の実現に向けてに取り組んでいることを様々

ボランティアみさと配布先

募 集 10/18早稲田児童センターキッズフェスティバル ボランティア

▲ボランティア体験プログラムのようす
使用済切手の整理、 児童館で遊び相手
老人ホーム納涼祭、 親子教室で遊び相手

レポート 彩の国ボランティア体験プログラムレポート
今年は 7 月下旬から 8 月下旬にかけて、小学生から 70 代まで約 130 人が参加し、それぞ
れの活動先に笑顔を届けてくださいました。
受け入れにご協力くださった皆さま、ありがとうございました。事業に参加してくださっ
た皆さま、機会を見つけて、またボランティア活動に参加してください。
参加者の声

○昨年に続き参加した方は、子どもとの接し方も慣れ

○いろいろな方とふれあうことができて、とても良かっ

ていて、積極的に活動していました。来年度もよろ

た（中学生 / 女性）
○かわいい子どもたちと会って、素敵な時間を過ごせ

しくお願いいたします（保育所）
○参加されたボランティアさんの中には、子どもたち

て嬉しかったです（50 代 / 女性）

とどのように接したら良いのか手さぐりの方もい

○年に一度ですが、4 年間続けて参加しています。い

らっしゃいましたが、積極的に関わってくれたので、

つまで続けられるか分かりませんが、できれば来年

活動が終わる頃には皆さん楽しめていました（子育

も参加したいです（高校生 / 男性）

てサロン）

○たくさんの小さい子どもとふれあえて、とても嬉し

○明るく楽しく和やかに活動ができて良かった。ボラ

かったです。なかでも手をにぎってくれたり、遊ぼ

ンティア終了時に感想を聞いたところ、参加者全員

うと言ってくれた時は本当にかわいくて、すごく和

が「楽しかった」と答えてくれたので、次につなげ

やかな気持ちになりました（中学生 / 女性）

ていけるのでは、と思った（障がい者デイケア施設）

○目の不自由な方のことや、点字について知ることが

○児童館で最も大きいイベント「こどもフェスティバ

でき、ためになり楽しかった（中学生 / 男性）

ル」の準備やゲームコーナーの運営などを行ってい

○複数のプログラムに参加しましたが、どの施設、団

ただきました。皆さんとても真剣に取り組んくださ

体でも、ふだん会うことのできない世代の方と楽し

り、おかげさまで無事にイベントを終えることがで

く過ごすことができました。どこでも、子どもたち

きました。ボランティアさんがなかなか集まらない

のペースや考え方が尊重されていたことが素晴らし

時もありますが、今回は多くの方にご協力いただけ

いと思いました。これからもできる範囲で参加して

たのでとても助かりました。非常に感謝しておりま

みたいと思います（40 代 / 女性）

す。
（児童館）

提出書類は返却しませんので、申請団体において控を保

助 成 金 埼玉県共同募金会

管しておいてください。

社会福祉法人埼玉県共同募金会（以下、
「本会」
）では、県民
の皆さまからいただいた寄付金をもとに、福祉活動を実施す
る社会福祉施設や団体等に資金支援（＝助成）を行っていま
す。審査は年 2 回実施しています。所定の助成要望書に添付
書類を添え、期日までにご応募ください。

㋐高齢者、障害者、児童等支援を必要とする人を対象とす
る各種福祉事業
㋑社会問題（ホームレス、DV 等）に対応する事業
㋒安心・安全まちづくり（防犯、AED 普及促進）を目的とす
る事業

自殺者は 3 万人を下まわり、減少してきたとはいえ「死に

築、増改築、補修、改造等。付帯的設備を含む）

たい」という電話はかかり続けています。自殺直前の人は

㋑各種福祉サービスに使う備品購入（車両購入を含む）

うつ状態であることが多く、悩みを抱えた人がいつでも話

助成条件

をすることができるのが埼玉いのちの電話です。しかし、

助成決定した事業は、1年以内に完了すること。

残念ながらすべての相談に対応しきれてはいません。人生

後期助成
平成 27 年 10 月30日㊎までに受理した助成要望を平成 28

の危機に直面しているいのちを一人でも多く支えるために

年 3 月下旬に決定。

は、ボランティアの増員が急務です。
電話を受けるためには、1 年半にわたる研修を修了し、認定

前期助成
平成 28 年 5 月31日㊋までに受理した助成要望を 9 月下旬

を受けなくてはなりません。その際の研修費用（6 万円）は

に決定。

自己負担で、活動に対する報酬もありません。活動に携わ
るには多くの時間やエネルギーを要しますが、やりがいの

助成金上限額と助成率

あるボランティアです。

法人格を有する団体

関心がある人は、埼玉いのちの電話のホームページを検索、

上限額 500 万円、且つ事業費総額の概ね75％

または事務局まで問い合わせください。

未法人の団体

⒈土地の購入や造成、調査に係る費用

だと思いました。協力してカレーを作ることができて

現場の職員から「とてもスムーズにコミュニケー

⒉人件費（サービスに直接係る費用は除く）

楽しかったです（中学生 / 女性）

ションがとれていて、大変素晴らしかった」との声

⒊飲食費（食事サービス等、食事の提供を目的とする事業

○いつもと違う人が来てくれて、利用者さんも楽しく

○今回、初めてのボランティアさんの受け入れを行い

過ごすことができました。作業も手伝っていただき

ましたが、皆さん障がいのある子たちのことを理解

助かりました（障がい者デイケア施設）

上限額100 万円、且つ事業費総額の概ね 90％

応募資格
25 歳以上の男女（平成 28 年 4月1日現在）

対象外経費

応募締切
平成 28 年 2 月1日消印有効

⒋建物・備品整備に係る自動車登録諸費用や保険料、保守

所沢ミューズ会議室 2

提出書類
次の⒈から⒋の順に、JIS 規格 A4 判、２穴で左ヒモ綴じ
としてください（ファイルや厚紙による表紙は必要あり

なでボランティアさんの参加を楽しみに待っていま

⒉申請事業所の概要

す（障がい児の遊び相手）

す。若い子どもたちに元気をいただけて、楽しい時

⒊助成要望事業計画書（１事業１頁です。複数事業ある場

がい者スポーツ）
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平成 27 年12 月12日( 土 )14:00〜15:30
クラッセ川越多目的ホール
平成 28 年1月9日( 土 )10:00〜11:30

ません）
。

もすんなりと馴染んでいただき、とても良かったで

さんも大変満足していました（高齢者施設）

大宮ソニックシティ市民ホール 402
平成 27 年12 月6日(日)14:00〜15:30

契約費等の維持管理

○一緒に汗をかいて、楽しく過ごしました。毎年みん

間を過ごせるのでとても良い企画だと思います（障

募集説明会（予約不要）
平成 27 年11月29日(日)14:00〜15:30

に係る材料費等は除く）

してくださっての参加であったため、活動に対して

○ボランティアさんが丁寧に関わってくれて、利用者

社会福祉法人埼玉いのちの電話
〜話を聴き、いのちを支えるボランティア〜
365 日、年間約 3 万件の相談電話を受けています。全国の

た。また、傾聴ボランティアをしていただいた時に、

ボランティア受入先の声

募 集 電話ボランティア27期生

㋐各種福祉サービスを提供する施設の建物整備事業（新

手にとることで、料理も安心して作ることができるの

（高齢者施設）

社会福祉法人埼玉県共同募金会事務局

深夜に鳴り続ける電話。埼玉いのちの電話では、24 時間

積極的にボランティアさんに協力していただきまし

○周りへの気遣いなどもしっかりしていただきました

申し込み

⒉建物・備品整備事業

が雰囲気で分かるそうです。コミュニケーションを上

しながら楽しく活動できた（高校生 / 女性）

/20jyuhaiyoubou.htm

彩の国すこやかプラザ 3階

⒈各種福祉事業

○レクリエーションプログラムに参加してもらうなど

も上がっていました（高齢者施設）

http://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama00/AKAIHANE

〒330‑0075さいたま市浦和区針ヶ谷 4‑2‑65

一般助成事業

○目の不自由な人たちは、話している人の性格や体つき

○最初は不安でしたが、優しく教えてくれたり、協力

募集要項ダウンロードアドレス

大宮ソニックシティ市民ホール 402

⒈助成要望書

※いずれも「聴くこと」についてのミニ講義があります。
申し込み・問い合わせ
埼玉いのちの電話事務局

合は順次綴じてください）

TEL048‑645‑4322（月〜土10:00〜17:00）

⒋添付書類一覧表
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