三郷市社協から
From Misato-syakyo
歳末たすけあい運動 実施中です！
○社会福祉法人三郷市社会福祉協議会○
歳末たすけあい運動は、｢共同募金運動｣の一環として、年末のこの時期に、支援を必要とする方々が地域で
安心して新年を迎えることができるよう、
みなさまの善意をお届けするものです。
三郷市社会福祉協議会では、町会・自治会、住民のみなさんの協力を得て、歳末たすけあい運動をおこなっ
ています。
今年も多くの歳末たすけあい募金が集まりました。
ご協力ありがとうございました。
集められた募金は、三郷市社会福祉協議会を通して 12 月中に行われる三郷市内の地域福祉活動事業など
に活かされます。
【三郷市内での歳末たすけあい運動イメージ図】
町会・自治会で行われる福祉事業
（もちつき大会、
クリスマス会など）
への助成
市内にお住まいの 70 歳以上の
ひとり暮らしの高齢者のかたに
民生委員さんを通じて
慰問金をお渡ししています。

☆☆☆ご自由にお持ちください☆☆☆

三郷市ボランティアセンター情報誌
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歳末たすけあい運動
（財源は、
歳末たすけあい募金）
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障害者団体で行われる福祉事業
（クリスマス会やイベントなど）
への助成
▲実際に子どもと交流
しました！

■問い合わせ

障害児支援ボランティア講座終了しました！

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会 事業係
〒341-0041 埼玉県三郷市花和田 638-1 三郷市健康福祉会館 5 階
［TEL］048-953-4191 ［FAX］048-953-4192

[ボランティアみさと]は、
こちらで入手できます。
三郷市ボランティアセンター、市内公共施設のほか･･････
｜三郷駅周辺｜
｜幸房・谷中・谷口周辺｜
｜新和・栄周辺｜
｜新三郷駅周辺｜
｜天神周辺｜
｜田中新田周辺｜
｜鷹野周辺｜
｜戸ヶ崎周辺｜
｜高州周辺｜

▲障害のある子どもたちと交流する前に
養護学校の先生からオリエンテーションがありました。

みさと書房
（三郷市三郷 1-1-10）、みさと書房北口店（三郷市早稲田 2-2-6）
亀有信用金庫三郷駅前支店（三郷市三郷 2-20-1）
ドコモショップ三郷店
特別養護老人ホーム小鳩園（三郷市幸房 680）、
（三郷市幸房 131-1）
亀有信用金庫早稲田支店（三郷市谷口 631-3）、三郷郵便局
（三郷市谷中 14-9）
特定非営利活動法人ひまわりの家（三郷市新和 4-562-3）、工房風のうた（三郷市新和 4-601）
埼玉みさと総合リハビリテーション病院（三郷市新和 5-207）
介護老人保健施設三郷ケアセンター（三郷市南蓮沼 260-2）、みどりの風（三郷市半田 1212-2）
イトーヨーカドー三郷店
（三郷市天神 2-22）
コミュニティスペース・パーソナルサポート青いそら
（三郷市田中新田 375-18）
ブックスたかの
（三郷市鷹野 3-14）
地域包括支援センターみさと南（三郷市戸ヶ崎 1-568-1）
亀有信用金庫三郷支店（三郷市戸ヶ崎 2-285）、三郷前谷支店（三郷市戸ヶ崎 3-116-2）
亀有信用金庫高州支店（三郷市高州 1-291-1）
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○三郷市ボランティアセンター○
この講座は、三郷養護学校、八潮市ボランティアセンター、吉川市ボランティアセンターと共催で、日ごろ、養護学校
で障害のある子どもたちと接している先生や、保護者から障害についての専門的な話や、日常の様子を聞きなが
ら、
子どもたちと一緒に様々な活動を体験し、障害についての理解を深めるために開催しました。
を行いました。
講座は 5 日間開催し、最終回は、八潮市ボランティアセンターで
『ボランティア情報交換会』

情報交換会では、ボランティア体験した感想などを話し合ったり、障害のあるお子さんのお母さんからお話を伺っ
たりしました。
参加者からは、
「子どもたちの笑顔に癒されました」
「これから自分に何ができるか考えたい」
「養護学校に初めて行
き、
自分の世界が広がりました」などの意見が出されました。
障害のあるお子さんのお母さんからは、
「障害のある子どもたちを理解してもらうには、いかに地域の中で知っても
らえるかだと思います。
その方法を考えていきたい」
などのお話がありました。

【 発 行 】 三 郷 市 ボラン ティアセンタ ー（三郷市 社会 福祉 協議会 内 ）
〒3 4 1 - 0 0 4 1

埼玉県 三郷市花和 田 6 3 8 - 1

三郷市健康 福祉 会館 5 階

【Tel】 048-953-4191 【Fax】 048-953-4192
【E-mail】 mvc@misato-syakyo.or.jp 【Web】 http://www.misato-syakyo.or.jp/vc/
【開所時間】 午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分（月〜金曜日）
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Volunteer Recruit
青少年相談員募集！〜子どもたち、仲間たちと一緒に輝く〜
○埼玉県総務部青少年課○

サックス de クリスマス！
○戸ヶ崎老人デイサービスセンター○

青少年相談員とは、地域の子どもたちの相談・話し相手や遊び相手となって、子どもたちの健やかな成長を
助けるために活動する青年ボランティアです。
埼玉県知事の委嘱を受け、居住市町村などで、活動（次期委嘱期間は、平成 20 年 4 月 1 日から平成 22 年 3
月 31 日まで）
を行います。
子どもたちに夢と希望を与えるために活動しています。
あなたも、私たちの仲間になりませんか？
■募集年齢・資格
平成 20 年４月１日現在で、年齢が満 18 歳以上 32 歳以下のかた（高校生は除く）
または通勤・通学している埼玉県内の市町村で、
原則として居住市町村、
積極的に参加できる方。
■活動内容
○お兄さん、
お姉さんとしての活動と地域への社会参加活動
子どもたちの悩みを解決するためのアドバイス、ゲームやスポーツ、野外活動を通じた青少年とのふれあい活動のほ
か、
地域の青年リーダーとして積極的な社会参加活動を展開しています。

12 月の行事と言われたら、みなさんは何を思い浮かべますか？
そう、
クリスマスです！
この時期、ほとんどの福祉施設でクリスマス会は行われていますが、戸ヶ崎老人デイサービスセンターで
も、
12 月 15 日 に併設の戸ヶ崎老人福祉センターと合同でクリスマス会が行われました。
この日は、八潮市にあるニューキングスターズというバンドで活躍中の新井さんが、ボランティアでサック
スを演奏してくれました。
曲は、高齢者のかたに馴染みのある曲やクリスマスにちなんだ曲の「ジングルベ
ル」
「ホワイトクリスマス」
などさまざまでした。
利用者のかたは、曲に合わせて手拍子をしたり、
「北国の春」
や
「長崎は今日も雨だった」
では、歌っているか
たや踊っているかたもいて大変盛り上がっていました。
利用者のかたに感想を聞いてみると、
「とても楽しかった！」
とのことでした。
みなさん、楽しいクリスマス会
を過ごせたようです。

○青少年団体の指導と援助
学校、
民生委員・児童委員、
青少年育成推進員、
市町村などと協力して、
青少年健全育成や非行防止活動を推進しています。
○自己研鑽のための活動
活動の充実を図るため、青少年相談員の仲間で集まり、研修会や交流事業を実施しています。
■応募方法
居住市町村、または通勤している埼玉県内の市町村の青少年行政担当課で手続きを行ってください→三郷市は、青少年
課です。応募には、
「青少年相談員申込カード」が必要となります。
「青少年相談員申込カード」は、埼玉県ホームページか
らダウンロードできます。
また、三郷
（http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BR00/seisyounen/06dantai/soudannin/bosyu.html）
市生涯学習部青少年課に用紙があります。
■締め切り
平成 20 年 1 月 31 日
■申し込み・問い合わせ
三郷市生涯学習部青少年課（青少年ホーム内）
［TEL］048-953-1040/ 埼玉県総務部青少年課［TEL］048-830-2912

ボランティア募集！

※この募集記事は、2007 ボランティア活動先情報から掲載しています。

「ジングルベル」
の演奏。
▲ 大盛り上がりの中での

▲ お話もおもしろい新井さん。

喜んでいただけて、
なによりです。

みなさんの笑いを誘っていました！

＊戸ヶ崎老人福祉センターと戸ヶ崎老人デイサービスセンターは、
三郷市の指定管理者として三郷市社会福祉協議会が運営をしています。

○高齢者総合福祉施設「しいの木の郷」○
■活動内容
介護サロンひまわり・・・地域の高齢者のみなさんが介護を予防するため体操やゲームをしているお手伝いをします。
■活動日時 / 募集人数
毎週水曜日 午前 10 時〜午後 2 時 /

1 日 1 〜 2 人（高校生以上）

■持ち物など
上履きを持参してください。動きやすい服装で来てください。
食事は施設で用意します。

■申し込み・問い合わせ
高齢者総合福祉施設「しいの木の郷」 担当：篠田
（シノダ）
〒341-0056

埼玉県三郷市番匠免 1-314

＊電話で申し込んでください。

" ちょっと、お知らせ "
三郷市社会福祉協議会の情報を「Misato-Syakyo.Blog（三郷市社協のブログ）」で発信中！
アドレスは、 http://misatosya.exblog.jp/

三郷市社協が主催する事業のお知らせやご報告だけでなく、福祉はもちろん、環境問題や国
際貢献に関するイベントなども掲載しています。
ぜひ、
チェックしてみてください。
コメント残していただけると、
とても励みになります。

［TEL］048-949-4123 ［FAX］048-949-4124
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