助成 共同募金重点助成事業申請のご案内
助成対象

愛ちゃん

希望くん

住民参加のもと小地域福祉活動を

様式及び添付書類を正・副 1 部ずつ提出する。

実践する NPO 等

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

対象事業

AKAIHANE.htm（埼玉県共同募金会ホームページ）

②災害に備える事業

5 月 31 日㊌までの申請＞平成 29 年 9 月下旬決定

③子育て支援、虐待防止に係る事業

10 月 31 日㊋までの申請＞平成 30 年 3 月下旬決定

申込締切 ※申し込みは随時受付

①孤立を防止、予防する事業
ⓒ中央共同募金会

申込方法

申し込み・問い合わせ

助成期間

毎年の申請及び事業成果に基づき 3 年間継続助成

社会福祉法人埼玉県共同募金会 業務課

助成額

〒330‑0075 さいたま市浦和区針ヶ谷 4‑2‑65

最大 100 万円、事業費の概ね 75％助成（未法人は 90％）

助成 24 時間テレビ 40「愛は地球を救う」
福祉車両贈呈

彩の国すこやかプラザ 3 階 TEL048‑822‑4045

助成 平成 29 年度ふれあいの詩基金

公益社団法人24時間テレビ
チャリティー委員会では、

ふれあいの詩基金は、障がい者の社会参加を進めるボラ
ンティア活動等の振興を図るため、地域で障がい者を支援
するボランティア団体等に助成します。

以下のとおり福祉車両を
寄贈しています。

ＰＴＡや親の会、ボランティアグループ等

助成対象
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バックナンバーＰDＦは
コチラから▶
ボランティアセンター
ホームページＱＲコー
ド
今年度も市内のボランティア情報をたくさん紹介します。みなさんも情報をお寄せください！

主な記事
２ページ【募集】文化会館で一緒に歌いましょう〜あしなが育英会チャリティコンサート
３ページ【募集】授業や運動会、文化祭や駅伝大会をサポートするボランティア
４ページ【助成】共同募金重点助成・24 時間テレビ車両贈呈・ふれあいの詩基金のご案内

市民の方へ車いすを無料で貸し出します ( 最大 60 日 )

対象事業

助成対象

①障がい者の社会参加を直接支援する事業
②障がい者理解等の啓発事業
③ボランティア活動に関する緊急に必要な資機材の購入
※ただし、平成 2８年度ふれあいの詩基金及びひまわり基金
の助成を受けていない団体

社会福祉法人、社会福祉協議会、NPO 法人等、営利を
目的とせずデイサービス、障がい者の入所・通所、訪問
入浴事業等を行っている団体

助成内容

リフト付バス、スロープ付福祉車両（普通・軽）
、訪問入
浴車等※自動車重量税等諸経費は贈呈先の負担。

助成内容

1 団体 10 万円（助成限度額）

申込方法

申込方法

必要書類を折らず封筒に入れ、郵送（5月19日㊎必着）
。
①24 時間テレビ 40 福祉車両寄贈申込書 1 部
http://www.24hourtv.or.jp/
②記入した申込書（上記①）のコピー１部
③車両を運用する団体・施設の最新決算報告書 1 部
（貸借対照表、又は資金収支計算書）
贈呈車両を福祉有償運送サービスで使用する場合
○道路運送法第 79 条に基づく登録証のコピー 1 部

実施要領及び申請書をホームページからダウンロードし、
5月31日㊌までに三郷市社会福祉協議会へ。
http://www.fukushi-saitama.or.jp/site/volunteer/
7 月上旬に選考結果を郵送で通知します。

申し込み・問い合わせ

社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会
埼玉県ボランティア・市民活動センター
〒330‑8529 さいたま市浦和区針ヶ谷 4‑2‑65
彩のすこやかプラザ内
TEL048‑882‑1435

申し込み・問い合わせ

〒105‑7444 東京都港区東新橋 1‑6‑1
日本テレビ 24 時間テレビ福祉車両係
TEL 03‑6215‑3008

ボランティアみさと配布先

募集 あしなが育英会を応援するチャリティーコンサートで一緒に歌う方を募集
募集 三郷特別支援学校の児童・生徒を支援するボランティア募集

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)

ｰ4ｰ

【新三郷駅周辺】
みどりの風(半田 1212-2) /コンパス( 駒形124)
介護老人保健施設三郷ケアセンター(南蓮沼 260-2)
【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)

貸出要件
①利用者、又は申請者が三郷市在住
②健康福祉会館での貸出、返却が可能
③貸出、返却いずれも業務時間中に手続きが可能
④貸出日数の上限は年度（4 月〜翌年 3 月）で 60 日間
※①〜④すべての条件を満たす方

無料 ※紛失・破損した場合は、要弁償
三郷市在住の方の顔写真入りの証明書（自動車
運転免許証等）や保険証
申し込み 三郷市ボランティアセンター
（社会福祉協議会内）
費 用
持ち物

午前8時30分〜午後5時15分
（祝日、
年末年始除く）
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授業や運動会、文化祭や駅伝大会をサポートする
あしなが育英会を応援するチャリティーコンサート

イベント

宮沢勝之と仲間たち 〜いのちたちの詩〜
日時 １０月９日㊊午後１時３０分開演（開場 午後１時）

チケット １，９９９円（全席自由）

場所 三郷市文化会館小ホール

後援
三郷市 三郷市教育委員会 三郷市社会福祉協議会

予定曲目
ビリーブ、たんぽぽ、みんな輝くとき（オープニング合唱）

問い合わせ 宮嶋 TEL048‑952‑8841

陽気に生きようこの人生をさ、世界中がアイ・ラヴ・ユー 他

宮沢勝之氏プロフィール

宮沢勝之 (Vo.Gt.) 玉木孝治 (Vib.)シモシュ(Pf.) 西村桂樹 (Sax.ティ

「陽気に生きようこの人生をさ」「世界中がアイラブ

ンホイッスル ) 玉木拓人（パーカッション）

ユー」のヒット曲で知られ８枚のアルバムのほかシン

オープニングコーラス ひまわりのぞみ合唱団 義井孝之

グルＣＤソングブック等を発表。三郷市でも小中学校、

(Pf.) 橋本弥生 ( ツリーチャイム ) 宮嶋圭 ( 手話マイム )

障がいを持つ方の団体等とコンサートを行い活動中。

１０月９日㊊に行うコンサートのオープニング合唱曲「たんぽぽ」
「ビリーブ」
「みんな輝くとき」
を一緒に歌ってくださる方を募集します。
どなたでも参加できます。以下の日程で練習も行いますので、ぜひご参加ください。
ご連絡をお待ちしています。練習は無料です。コンサートに参加する方はチケット購入が必要
です。
合唱練習の日時・場所
７月１７日㊊午前９時４５分〜正午

場所

内 容・日 時

回

講座内容
講義

埼玉県立三郷特別支援学校（〒341‑0008 三郷市駒形 56）

日時

対象

①7 月 3日㊊

三郷市、吉川市、八潮市及び近隣にお住まいで、ボラン

「特別支援教育について」 ②7 月 4 日㊋
学校見学

児童・生徒のご紹介
実技研修（午後）

ティア保険に加入できる学生・一般の方（１８歳以上、
高校生不可）

③7 月 7 日㊎

持ち物

各回共通
9 : 0 0 〜15 : 0 0

動きやすい服装、帽子、運動靴、上履き、昼食、水筒、
ボランティア保険料（年額 350、500、510、710 円
の 4 種類あり）
、筆記用具

実技研修（午前・午後） Ⓐ7 月10 日㊊
Ⓑ7 月11日㊋
講義

申し込み
6 月 23 日㊎までに電話でご連絡ください。

「障がい者理解とノーマライ Ⓒ7 月14 日㊎
ゼーション」

お名前、連絡先、参加希望日程等を伺います。
埼玉県立三郷特別支援学校

各回共通
9 : 0 0 〜15 : 0 0

担当 川端（かわばた）
TEL 048‑952‑1205 FAX 048‑949‑1027

※各回共通 9:00〜15:00 第１、２回日程から各１回参加
していただきます。ご都合のよろしい日にちをお選
びいただき、お申し込みください。

ホームページ

http://www.misato-sh.spec.ed.jp/

北

講座終了後のボランティア活動事例

９月（未定）午前９時４５分〜正午※
いずれもピアラシティ交流センター１階

○学校行事の際の児童・生徒支援

体験学習室Ｂ（〒341‑0054 三郷市泉２‑３５）

彦糸小

67

三愛会病院

○図書の修理

マイスカイ交通

中川

○図書のブックカバーかけの手伝い

ピアラシティバス停下車徒歩 3 分

みどりの風
埼玉りそな

彦成中

○高等部図書委員会の補助

新三郷駅西口発⇔三郷中央駅

三郷特別支援学校アクセス

メートー観光

三郷工業
技術高校

67

JR 武蔵野線新三郷駅下車徒歩 25 分、

三郷中央駅⇔吉川駅南口

又は東武バス三郷南循環のテラ
・ウエ
吉川警察署

交流センター前バス停下車徒歩 0 分

スト南バス停下車 徒歩 5 分

※駐車場が少ないため公共交通機関をご利用ください。

29

前庭に駐車場がございます。

担当 宮嶋 TEL048‑952‑8841

ｰ2ｰ

ｰ3ｰ

瑞穂中

瑞木小

三郷特別
支援学校

線に面した正門からお入りください。

チャリティーコンサート実行委員会

瑞沼市民センター
テラ・ウエスト南
バス停
北分署

マイカーでお越しの方は、
県道草加流山

オープニング合唱の申し込み・問い合わせ

立花小
常
磐
自動
車道

ピアラシティバス停下車徒歩 3 分

IKEA 新三郷

桜小

彦郷小

早稲田中

郷

（安全確保等）

三郷駅南口⇔ピアラシティ右循環、左循環

三

○地域交流駅伝大会の補助

マイスカイ交通

コストコ
ららぽーと
新三郷

新

ピアラシティ交流センターアクセス

彦糸中

北児童館

（運動会や文化祭等）

獨協医科大学附属
看護専門学校 三郷校

あったかの家 三郷 67

線
野
蔵

（外出同行等）

武
Ｒ
Ｊ

○授業中の児童・生徒支援

※９月の練習日は７月１７日にお知らせします。
、

知的障がいを持つ児童・生徒の特性や関わり方等に
ついてご理解いただく講座を経て、無理のない範囲
で見守りや、ご都合のつく時に授業や行事の際にご
協力いただくボランティアを募集します。

第２回

募集 文化会館小ホールで一緒に歌いましょう
あしなが育英会を応援するチャリティーコンサート

埼玉県立三郷特別支援学校

第１回

シンガーソングライター。全国でコンサートを実施。

出演

学校ボランティア講座のご案内

29

三郷ケアセンター

