ボランティアセンターでは、ボランティアや市民活動に関する図書の貸し出しを行っています。

わくわく紙芝居“赤とんぼ”
募集 ボランティア活動はじめの一歩説明会
団体

養護盲老人ホーム「ひとみ園」
使用済み切手や書き損じハガキを施設の充実に活用
令和元

深谷市にある日本失明者協会（茂木理事長）では、県

11

内唯一の養護盲老人ホームを運営しており、設備の修繕
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や施設を拡張する財源確保のため、不要となった切手や
書き損じハガキによる支援を呼びかけています。使用済

このたびの台風で被災されたみなさまに心よりお見舞い申し上げます。

み切手は、封筒やハガキからはがさず、余白 1cm を残
して切り取った状態で、三郷市ボランティアセンターま

主な記事

でお持ちください。なお、郵送でも受け付けています。

2 ページ【団 体】わくわく紙芝居“赤とんぼ”
【講 座】子どもの居場所づくりセミナー
3 ページ【募 集】ボランティア活動はじめの一歩説明会
4 ページ【募 集】使用済み切手や書き損じハガキを募集

◀ボランティアルーム（健康福祉会館 5 階）
前に設置している使用済み切手回収箱

「令和元年台風 19 号災害義援金」募集
元

10 月 12 日の台風 19 号に伴う災害により、各地で甚大な被害が発生しました。中央共同募金会で
は、台風 19 号で被災されたかたを支援することを目的に災害義援金を募集します。
（埼玉県共同募金会など被災県共同募金会でも独自に義援金募集を実施しています。）

▲養護盲老人ホームひとみ園（深谷市人見 1665-3）

切手の仕分けボランティア募集
毎月 1～2 回、午後 1 時 30 分から３時 3０分ま
で健康福祉会館 5 階ボランティアルームで、切手の
仕分けをするボランティアを募集しています。初め
てのかたでも参加できますので、興味のあるかたは

の様子

下記までお問い合わせください。

ボランティアみさと配布先

▲切手の仕分け活動

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】
【新三郷駅周辺】
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）
みどりの風（半田1212-2）/三郷ケアセンター（南蓮沼260-2）
カープスワオシティ三郷（三郷1-3-1 ワオシティ三郷2階）
みさとのお店mi＊akinai（彦成3-7-2-104）/コンパス（駒形124）
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）
【天神周辺】
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）
イトーヨーカドー三郷店（ピアラシティ 1-1-1）
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）
【戸ヶ崎周辺】
【幸房・谷中・谷口周辺】
地域包括支援センターみさと南（戸ヶ崎1-568-1）
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） 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2284）
亀有信用金庫早稲田支店（谷口631-3）/三郷郵便局（中央5-2-1）
亀有信用金庫三郷前谷支店（戸ヶ崎3-116-2）
【新和・栄周辺】
【高州支店】
ひまわりの家（新和4-562-3）/工房風のうた（新和4-601）
亀有信用金庫高州支店（高州1-291-1）
埼玉みさと総合リハビリテーション病院（新和5-207）
CAFÉ TO HEN カフェトヘン（高州4-28-4）

－4－

募集期間
令和元年 10 月 16 日（水）～12 月 30 日（月）
受け入れ口座
①ゆうちょ銀行 00130-0-421020
名義：中央共同募金会令和元年台風第 19 号災害義援金
同行各店舗の貯金窓口からの払込書による送金手数料は無料
②三井住友銀行 東京公務部 普通 0162529
名義：(福)中央共同募金会 災害義援金口
同行本支店間の窓口及び ATM からの振込手数料は無料
③りそな銀行 東京公務部 普通 0126781
名義：(福)中央共同募金会
りそな銀行、さいたまりそな銀行の本支店間の窓口
及び ATM からの振込手数料は無料
問い合わせ 社会福祉法人中央共同募金会
TEL 03-3581-3846

©中央共同募金会

災害ボランティア活動に参加する場合は、事前にボランティア活動保険に加入してください。

一緒に活動してくれるメンバーを募集しています

わくわく紙芝居“赤とんぼ”

災害ボランティアに参加する場合は、必ず事前に現地社協のホームページ等で募集状況を確認してください。

あなたに合ったボランティア活動先を紹介します！

元

火 ボランティア活動はじめの一歩説明会
11

12

午後 2 時～4 時
三郷市健康福祉会館 5 階会議室（花和田 638-1）

わくわく紙芝居“赤とんぼ”は、児童館や保育所、
小学校、図書館、高齢者施設、各種イベントなどで紙

「ボランティア活動したい」「どんな活動先があるのか知りたい」「ボランティア活動している

芝居を上演し、楽しんでもらうことを目的に活動して

かたの話を聞きたい」そんなかた向けの説明会です。また、ボランティアに関する基礎知識も学ぶ
ことができます。

いるボランティア団体です。
基本情報
会
人
定

費
数
例

月 200 円
29 人（男性 1 人・女性 28 人）

▲定例会の時に練習会を実施しています。

会

毎月第 3 水曜 午後 1 時～4 時
瑞沼市民センター
問い合わせ 花井 かほる
TEL 090-7812-8038
練習会では、読むときの表情や紙の抜き差しなど

▶

細かいところまでメンバー同士でアドバイスし合い、
より良い上演につなげられるようにしています。

「子どもの居場所」づくりセミナー
～食の安全基礎講習会～
子ども食堂などで調理を担当しているかたの中には、衛生面で不安を感じているかたがいると思い

内
容
①ボランティア活動について
・ボランティア活動の基礎知識について
・ボランティアセンターの紹介
②ボランティア受け入れ施設・団体による
活動紹介
対 象 者
①ボランティア活動に興味のあるかた

＜参加予定団体＞
①バルーンアート三郷
バルーンアートをイベントなどで披露し、プレ
ゼントする活動を行っている団体です。
②わくわく紙芝居“赤とんぼ”
施設やイベントなどで紙芝居を上演している
団体です。
③音訳ボランティア「こだま」

②ボランティア活動を始めたいと思って
いるかた
持 ち 物 筆記用具
定
員 10 人（先着順）
申し込み 11 月 5 日（火）までに電話・
FAX・メール、又は窓口にてお
申し込みください。
そ の 他 参加団体や施設は変更になる
可能性があります。あらかじめ

視覚障がい者のために広報みさと・市議会だよ
り・社協だよりの音訳を行っている団体です。
④三郷市手話サークル「さくら草」
聴覚障がい者との交流を通じて手話を学び、障
がい者理解を深め、三郷市聴覚障害者の会と共に
聴覚障がいについての理解を深める活動を行って
いる団体です。
⑤地域とともに生きるナノ
障がいがあっても、年を重ねても、人と触れ合

ご了承ください。
＜参加予定施設＞
①三郷市障がい者福祉施設みさと
「ワークセンターしいの木」
利用者の作業（内職）をお手伝いしてく
れるボランティアを募集しています。
②早稲田児童センター
利用者の小学生にバドミントン・卓球な

い、支えあい、共に参加すること、地域の中で顔
の見える関係をつくることを目的として、人の輪
を広げる活動を行っている団体です。
⑥サポートネットほっとピア
障がい者が、長く将来にわたって健全で安心し
て暮らせる環境整備と、地域づくりの実現に寄与
することを目的として活動している団体です。
⑦グループ「ふれあい」
社会福祉協議会がひとり暮らし高齢者を対象に

どのスポーツや室内遊戯の相手をしてくれ
るボランティアを募集しています。

実施している、安否確認の電話訪問や、暑中見舞
い・年賀状書きのお手伝いを行う団体です。

ます。この講習会では、埼玉県食品安全課の職員を講師にお招きし、手洗いや包丁・まな板の扱い方
などを学びます。子ども食堂など子どもの居場所づくりに関わる団体関係者のほか、放課後児童クラ
ブや児童館など施設関係者の皆さまもぜひご参加ください。
日
場
定
内

時
所
員
容

申し込み

令和元年 11 月 30 日（土）午前 10 時～正午（開場：午前 9 時 30 分）
三郷市健康福祉会館 5 階研修室（花和田 638-1）
36 人（先着順）
①食の安全基礎講習会
②参加者同士の交流・情報交換
11 月 20 日（水）までに電話、又はメールにて①参加者名、②電話番号、
③人数をご連絡ください。
三郷市子ども政策室
TEL 048-930-7816 E メール kodomoseisaku@city.misato.lg.jp
－2－
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