三郷市内外の
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ランティア

情報をお届けします！
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ポート
飯吉藤男さん（三郷市内在住）は、毎年この時期に市内の障がい者
施設コンパスおよび三郷市立老人憩いの家やすらぎ荘で、草取りのボ

http://www.misato-syakyo.or.jp/vc/

ランティアをされています。きっかけは、退職後に「何か体を動かす

２ ０１ ０
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ことで社会の役に立つことをしたい」と、ボランティアセンターに相
談したことだそうです。

2010

実際に始めてみると、暑さが一番応えたとのこと。
そこで、朝の早い時間に少しずつ行うなど工夫をして

「彩の国ボランティア体験プログラム」は、夏休みの

いるそうです。

期間を使って、これまでボランティアをしたことがない人

またボランティアを続けられるのは、自分のペース

はもちろん、たくさんの人たちにボランティア活動を「体

で無理なくできることと、
「人（社会）の役に立つこと

験」してもらおうと企画されたものです。自分だけでは

をしている」という思いがあるからだそうです。これ

ない誰かのために、仲間と一緒に助け合う経験をしたり、

からも体調に気をつけて、活躍していただきたいです
ね。

編
後

そこで出会った人たちとさまざまな話をすることで得ら

▲細かな所まで丁寧に作業してくださっています。

集
記

れる学びはきっと大きいはずです。学生、社会人、どな

いよいよ、彩の国ボランティア体験プログラムが始まります。今年も、多くの施設やグループの
協力の下、３２のメニューができました。様々な経験をして、きっと「あつい夏」になることでし
ょう！また先日は、三郷市手話通訳者養成講座で「ボランティアの基本を学ぼう」というテーマで
お話しをしてきました。私自身、改めてボランティアの意義を再確認できる良い機会になりました。
また、受講生の皆さんの考えを聞くことができて、有意義な時間でした。

たでも OK。たくさんの応募をお待ちしています。

実施期間 ７月２０日（火）〜８月３１日（火）
申し込み ６月２９日（火）〜７月１5 日（木）
詳しくは、ホームページ http://www.misato-syakyo.or.jp/vc/

ボランティアみさと 配布先
三郷駅周辺

幸房・谷中・田口周辺
新和・栄周辺
新三郷駅周辺
天神周辺
鷹野周辺
戸ヶ崎周辺
高州周辺

三郷市ボランティアセンター、市内公共施設以外でも配布しています！

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)、川の郷福祉会(三郷市早稲田 1-11-13）
カーブスワオシティ三郷(三郷市三郷 1-3-1 ワオシティ三郷２F)
NPO 法人ワーカーズ・コレクティブ青いそら(三郷市早稲田 5-4-1 三郷市文化会館内１階)
特別養護老人ホーム小鳩園(三郷市幸房 680)、ドコモショップ三郷店(三郷市幸房 131-1)
亀有信用金庫早稲田支店(三郷市谷口 631-1)、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 4-56-3)、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)
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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または、下記公共施設で配布されている参加申込書をご覧く

Contents
P.２〜P.３
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P.４

ボランティア募集
イベント情報
ボランティアレポート

ださい。
ボランティアセンター、北公民館、文化会館、鷹野文化センター、コミュニ
ティセンター、東和東・彦成・高州の各地区文化センター、世代交流館ふ
れあいパーク、市立・早稲田・北部の各図書館、瑞沼市民センター

【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）
〒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 [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（祝日除く）
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ボランティア募集

ボランティア募集

「奈々ちゃんと遊ぼう！」
〜遊び相手のボランティア募集〜

特別支援学校に通う高校１年生の奈々ちゃんは、レット症候群という難病に

夏休みの楽しいひとときを
一緒に過ごしてくださるか
たを募集します♪

かかっているため、歩いたりお話しすることが難しいのですが、人と関わるこ

音楽に合わせてリズム打ちなどをして、盛り上げてくださるかたを大歓迎し
ます！一緒に、たくさん笑って楽しい時間を過ごしましょう。

７月２１日（水）〜８月３１日（火）のうち５回 １回あたり１時間３０分

しいひとときを過ごしてほしいとの思いから親子バスレクリエー

〜三郷特別支援学校 三郷地区 PTA〜

ションを企画しました。知的にハンディキャップのある子どもたち
が夏休み楽しく過ごせるよう、サポートしてくれませんか。

■日時

８月２日（月）午前９時１５分〜午後３時３０分（交通事情により前後します。）

■活動内容

サポートを希望する親子に同行し、お手伝いをしてください。（食事、遊び、トイレなど）

■活動場所

つくばエキスポセンター（茨城県つくば市吾妻２−９） 電話０２９−８５８−１１００

■集合場所

三郷市特別支援学校
（三郷市駒形５６／新三郷駅下車：徒歩約 25 分または、東武バス・グローバル交通バス「テラ・ウエスト南」下車：徒歩約 3 分）

※時間帯・日程等は応相談
■活動内容

三郷特別支援学校三郷地区 PTA では、夏休み子どもたちに楽

とが大好きな笑顔のかわいい女の子です。一緒にお料理のお手伝いをした
り、絵本を読んだり、おもちゃで遊んだり、また音楽が大好きなので一緒に

■日時

「バスレクリエーションの付き添い
ボランティア募集！」

一緒に料理をしたり、音楽を聴いたり、絵本、おもちゃで遊んだりします。
※お母さんも一緒に付き添ってくださるので安心してください。

■活動場所

奈々ちゃんの自宅（三郷市早稲田地区）

■対象

高校生以上２人まで

■締め切り

７月３０日（金）

■対象

大学生以上３人まで ※男の子もいますので男性のかた歓迎です。

■そのほか

動きやすい服装（スカートは遠慮してください）で来てください。
※ リュックなどで参加していただけると助かります。
交通費、昼食代、施設の入館料は三郷地区 PTA で負担します。

▲昨年度の活動の様子です♪

■締め切り

７月５日（月）

詳しくは・・・
活動するかどうかはお話しをしてから決められますので、お気軽にお問い合わせください。詳しくは・・・

三郷市ボランティアセンター（社会福祉協議会内／平日：午前８時３０分〜午後５時１５分）
〒３４１−００４１ 三郷市花和田６３８−１

TEL：０４８−９５３−４１９１

知的障がい者の施設「水元そよかぜ園」では、夏まつりのお手伝い
をしてくださるボランティアを募集します。模擬店やゲームなどの楽し

〜水元そよかぜ園〜

ボランティア募集

「朗読ボランティア『こだま』
の仲間になりませんか？」

ボランティア募集

「夏まつり ボランティア大募集！」

三郷特別支援学校 三郷地区 PTA 担当／石井 TEL：０４８−９５２−２０５０（連絡は午後７時以降にお願いします。）

い催しがたくさんです。明るく、元気いっぱいに過ごし、夏まつりを一
緒に盛り上げましょう♪

こだまは、社協の「声のたより」事業に協力し、三郷市の広
報、市議会だより、社協だよりなどを朗読した CD を視覚に障
がいのあるかたなどへお届けするグループです。声を出して

■定例会

毎月第１月曜日 午前１０時１０分〜

■広報の録音

毎月２０日頃 （月によって異なります）

読むことが好きなかた、少しだけ誰かの役に立てられたらと
思っているかた、仲間になりませんか？「上手に読むより、心

午前９時３０分から午後３時頃
■場所

から伝えようとする気持ちが大切」をモットーに、一緒に勉強

三郷市健康福祉会館５階

しながら進んでゆく、気の良い人たち（？）が集まったグルー

７月号の録音日 ２３日（金）
詳しくは・・・

担当／足立 TEL：０４８−９５８−１０２０

プです。まずは、活動をのぞきに来てください。

岩井 TEL：０４８−９５３−３９２７

イベント情報

■日時

８月１４日（土） 午後３時３０分〜午後９時

■活動内容

夏祭りの模擬店、ゲームなどのお手伝いをします。（準備を含む）

■活動場所

水元そよかぜ園（葛飾区水元 5-16-11）

「第１１回 さとっこまつり 開催！」
〜障害児児童クラブ「さとっこクラブ」〜

今年もこの季節が来ました(^o^)／

JR 常磐線 金町駅下車 京成バス 戸ヶ崎操車場行き「水元そよかぜ園」下車

さとっこクラブは、特別支援学校に通う子どもたちが放課後や長

■持ち物

上履き

期休みに集まり、楽しく過ごす場所です。今回のイベントでは、

■そのほか

動きやすく、汚れてもよい服装で来てください。

模擬店・音楽発表、そして正義のヒーローが登場します。

食事はこちらで準備します。

子どもから大人まで楽しい時間を過ごしにきてね〜

■締め切り

７月３０日（金）

詳しくは・・・

水元そよかぜ園

ふ る や

ま ゆ み

■日時

７月４日（日）午前１１時開店〜午後１時閉店

■場所

三郷特別支援学校（元三郷養護学校）正面入口広場

■内容

イベント・・・和太鼓、ABO バンド、国立音楽院コンサート、ヒーローショー

く つ かわ

模擬店・・・カレー、やきそば、フランクフルト、ジュース、ゼリー、ミニバザー、ゲームなど

担当／古矢、（真弓）、（沓川）

〒１２５−００３２ 東京都葛飾区水元５−１６−１１ TEL：０３−３６０７−５６５６

FAX：０３−５６９９−１６６６

（連絡は、午後３時３０分〜午後５時にお願いします。）
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※駐車場もあります。

0２

詳しくは・・・

障害児児童クラブ「さとっこクラブ」 TEL／０７０−５５６５−５６２４
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