新型コロナウイルス感染拡大の影響により、掲載したイベント情報等に変更の生じる可能性があります。

2

案内

ボランティア活動保険における新型コロナウイルスの取り扱いの改訂
募集 子育てに必要な食の応援‼～食料品を無料で配布します～
取り扱いの改訂

子育てに必要な食の応援‼～食料品を無料で配布します～

みさと子育て応援フードパントリー

令和 2

ひとり親家庭など生活にお困りの子どものいる世帯を対象に、企業や市民のかたから
寄贈された食品を 2 ヶ月に 1 回無料で配布します。配布を希望されるかたは登録が必要
です。登録をご希望の場合は、「みさと子育て応援フードパントリー」までご連絡くださ
い。
１ 対象世帯

２ 登録方法

6

①氏名、②住所、③電話、④家族構成、⑤初回希望連絡方法（メール、電話、
手紙等）
※いただいた個人情報は本事業以外には利用せず、承諾なく第３者に提供するこ
とはいたしません。
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様々な助成金情報を掲載しています！

①ひとり親家庭
②生活保護受給者家庭
③保護者に障がいがある家庭
④子育て中の生活困窮者家庭（応相談）
「みさと子育て応援フードパントリー」に下記必要事項をメール、電話、手紙等
でお教えください。

2020

主な記事

2 ページ【案内】ボランティア活動保険における新型コロナウイルスの取り
扱いの改訂
3 ページ【助成】令和２年度 障がい者福祉助成金
【助成】子どもゆめ基金
4 ページ【募集】子育てに必要な食の応援‼～食料品を無料で配布します～

2
一緒に活動してくれるメンバーを募集しています

三郷フレンズＨＡＮＤ ｉｎ ＨＡＮＤ

※登録された方以外には、食品は配布いたしませんのでご注意ください。
3 問 合 先

みさと子育て応援フードパントリー

担当：仲野

住所 〒341-0024 三郷市三郷 1-1-8 電話
メール misato.foodpantry.@gmail.com

090-2536-9469

新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う
NPO , ボランティア等関連情報が、東京ボランティア
r.ryy
市民活動センターより緊急情報として発信されていますので、ご活用ください。
【東京ボランティア市民活動センター】緊急情報
ボランティアみさと配布先

https://www.tvac.or.jp/news/50468

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！

【新三郷駅周辺】
【三郷駅周辺】
みどりの風（半田 1212-2）/コンパス（駒形 124）
みさと書房（早稲田 2-2-6）/川の郷福祉会（早稲田 1-11-13）
三郷ケアセンター（南蓮沼 260-2）
亀有信用金庫三郷駅前支店（三郷 2-20-1）
みさとのお店 mi＊akinai（彦成 3-7-2-104）
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）
【天神周辺】
/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） 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） 湯けむり横丁(ピアラシティ 2-3-10)
【戸ヶ崎周辺】
ふれあいクリニック早稲田(早稲田 3-26-3)
地域包括支援センターみさと南（戸ヶ崎 1-568-1）
【幸房・谷中・谷口周辺】
南児童センター（戸ヶ崎 2-654）/
特別養護老人ホーム小鳩園（中央 4-8-4）/
亀有信用金庫三郷支店（戸ヶ崎 2-284）
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（中央 5-2-1） 亀有信用金庫三郷前谷支店（戸ヶ崎 3-116-2）
【高州支店】
【新和・栄周辺】
亀有信用金庫高州支店（高州 1-291-1）
ひまわりの家（新和 4-562-3）/工房風のうた（新和 4-601）
CAFÉ TO HEN カフェトヘン（高州 4-28-4）
埼玉みさと総合リハビリテーション病院（新和 5-207）
【鷹野周辺】
みさと健和病院(鷹野 4-494-1)

－4－

障がいがあってもスポーツを楽しみ、仲間と元気に
活動しています。火曜日はバトミントン、土曜日はフ
ライングディスクなどをしています。全国障がい者ス
ポーツ大会に出る人、マラソン大会に参加する人な
ど。一緒に汗を流しませんか‼
活動内容
会

費

人
活

数
動

問い合わせ

月 1,000 円
20 人（男性 11 人・女性 9 人）
①毎月火曜日 午後 7 時～9 時
瑞穂中学校
②毎週土曜日 午前 9 時～11 時
三郷特別支援学校
代表 鈴木 京子（すずき きょうこ）
TEL・FAX 048-945-0222
携帯 090-1761-3521

障がい者フライングディスクとは？
プラスチック製のディスクを投げて競う。
どれだけ遠くに飛ばせるかを競う種目と、
正確に金属の輪を通せるかを競う種目があ
ります。簡単で、様々な障がいのある人が
一緒にプレーできることも大きな特徴です。

～感染予防に心がけましょう～
ボランティアセンターでは、ボランティア・市民活動を支援するため印刷機の貸し出し(有料)を行っています。

ボランティア活動保険における新型コロナウイルスの
取り扱いの改訂

令和２年度 障がい者福祉助成金

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、ボランティア活動保険の特定感染症に
指定感染症(新型コロナウイルス)が追加され、補償の対象となりました。
ケガの補償

社会福祉法人木下財団では、環境整備のための施設改修工事、設備・備品等の調達に必
要な資金の一部を助成します。

≪抜粋≫
ボランティア活動中にボランティア自身が特定感染症にかかった場合に補償されます。
・補償区分：①葬祭費用実費()
②後遺障害保険金()1
③入院保険金 ④通院保険金

対象団体

・保険金額：①300 万円(限度額) ②1,040 万円(限度額)
※新型インフルエンザは補償されません。

選考基準

③6,500 円

④4,000 円

よくある質問(Q＆A)
Q1.ホテルでの隔離や自宅での療養の場合は？
A1.新型コロナウイルスに感染し、医師の指示のもと軽症や無症状の方等がホテル等の臨時施設または
自宅で療養する場合は「入院」とみなし保険金をお支払いします。
Q2 活動中に新型コロナウィルスに感染したかどうかの判断は？
A2.新型コロナウィルスに感染したと想定される付近の日時に活動実態があるか、活動以外に感染要因
となる事象（院内感染、クラスター等）がないか等確認させていただいたうえで、保険会社が判断し
ます。

出典：首相官邸 HP より

社会福祉法人木下財団

助成金額

原則、障がい者支援を行う非営利の民間団体であり、グループホーム、地域活動支援センター、
就労継続支援 A/B 型などの社会福祉事業 (加齢に伴う障がいや高齢者を除く)
１件あたり上限 25 万円

①事業計画とその必要性が具体的に明記され、提出書類に不備がないこと
②助成の必要性が高いと判断されるもの
③作業活動が週 3 日以上開設されていること
④ボランティア活動の場合、サービスの提供を受ける障がい者の人数や内容を重視
⑤関東地区 1 都６県(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・群馬・栃木)に限定
応募方法 申請書に必要事項を記入し、7 月 31 日（金）までに郵送
申 込 先 社会福祉法人木下財団事務局
〒104-0042 東京都中央区入船 3-2-7 第 2 明治ビル 6F
TEL 03-6222-8927 FAX 03-6222-8937
メール info@kinoshita-zaidan.or.jp
URL http://www.kinoshita-zaidan.or.jp/subsidy/

独立行政法人

国立青少年教育振興機構

子どもゆめ基金

その他の保険
ボランティア行事用保険
「新型コロナウイルス」に開催事業で感染したことが特定できないため、「ボランティア行事保険」
では、「新型コロナウイルス感染症」は、補償されません。行事開催を中止した場合は、開催予定
日の前日までに手続きを申請されれば、保険料が返納されます。まずは、本会ボランティアセンタ
ーにご連絡ください。
福祉サービス総合補償
オプション「感染症の補償」にご加入されていれば、「新型コロナウイルス感染症」も補償の対象と
なります。「基本補償」では、補償されません。

国立青少年教育振興機構では、子どもの体験・読書活動
などを応援し、子どもの健全育成に対して助成します。
対

象

助成金額
応募方法
上記の内容は全て、全国社会福祉協議会が団体契約者となり、代理店：（株）福祉保険サービス、
幹事会社：損害保険ジャパン日本興亜損害（株）が取り扱う保険です。
ボランティア保険について詳しくはふくしの保険ホームページをご覧ください
URL https://www.fukushihoken.co.jp

－2－

申 込 先

①民間の児童養護施設や母子生活支援施設及び一般財団法人全国母子寡婦福祉団体協議会
並びにこれに加盟する母子福祉団体が行う体験活動や読書活動
②上記 1.以外の民間の機関・団体が、経済的に困難な状況にある子どもの健やかな育成を
目的として、児童養護施設や母子生活支援施設、地方公共団体などと協力して行う体験
活動や読書活動
子どもゆめ基金審査委員会の審査により決定
申請書に必要事項を記入し、6 月 16 日(火)までに郵送、電子の場合は 6 月 30 日(火)
午後 5 時まで
国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金部助成課
〒151-0052 東京都渋谷区代々木神園町 3-1
TEL 0120-579081 メール yume＠niye.go.Jp
URL https://yumekikin.niye.go.jp/
－3－

