 講座のおしらせ 

三郷市内外の

情報をお届けします！

行列のできる講座のつくり方セミナー参加者募集（埼玉県市町村社協連絡会埼葛第 1 ブロック）
このたび埼玉県東南 5 市 1 町社協合同で「行列のできる講座のつくり方セミナー」を開催すること
になりました。講座平均応募倍率 3 倍を誇る赤い彗星、牟田静香さんをお迎えし、全国各地で大好
評を博している「行列のできる講座のつくり方」を教えていただきます。
■日時

10 月 27 日(木)
午後 1 時 30 分〜4 時 30 分

２ ０１ １

NO．１ １ 4

(受付開始)午後 1 時 10 分〜
■場所

越谷市中央市民会館 5 階 4 号会議室

「行列のできる講座のつくり方」

(〒343-0813 埼玉県越谷市越ヶ谷 4-1-1)
東武伊勢崎線越谷駅下車東口徒歩 7 分

あらゆる世代に来てほしいと望んでも、か

■対象

社協職員、市民活動団体等で活動中のメンバー

えって誰もきてくれません。

■募集

50 人（申込多数の場合、抽選）

どんな視点で企画を練れば、「参加したくな

■申込方法

下記事項をご記入の上、FAX、または E-mail にて

る」「申し込みたくなる」講座になるのか。

お申し込みください

行列講座のエッセンスたっぷり！楽しいグ

①氏名(フリガナ) ②性別 ③年齢 ④所属 ⑤住所

ループワークを交えながら、講師が経験と

⑥電話 ⑦FAX ⑧E-mail ⑨申し込みの動機

分析から培ったノウハウを、惜しげもなく全

⑩受講後、どのように生かしますか？
■締め切り

部すべてまるっと受講者にプレゼント♪

10 月 17 日(月)必着
結果発送 10 月 19 日(水)

■主催

埼玉県市町村社協連絡会埼葛第 1 ブロック
越谷市社会福祉協議会

吉川市社会福祉協議会

草加市社会福祉協議会

松伏町社会福祉協議会

八潮市社会福祉協議会

三郷市社会福祉協議会

▲昨年、彩の国ボランティア体験プログラムに参
加したかたが、今年はメンバーとして指導中！

■講師
牟田 静香(むた しずか)氏
(NPO 法人男女共同参画おおた理事長)
▲三郷点字サークル「ウィズ」が点訳版をしたもの

■申し込み・問い合わせ
三郷市社会福祉協議会
〒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

ボランティアみさと 配布先
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
鷹野周辺
戸ヶ崎周辺
高州周辺

FAX 048-953-4192

E-mail info@misato-syakyo.or.jp

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(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 2 階)
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)
地域活動支援センターパティオ（三郷市早稲田 3-26-3 ふれあい早稲田 3 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 4-562-3)、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)
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)

三郷点字サークル「ウィズ」は、視覚に障がいのあるかたと晴眼者がともに点字を習得し、普及に努
めているボランティアグループです。今年度は、青少年のうちから点字に親しみをもってもらいたい
と、市内の小中学校に点字図書の寄贈も行いました。
8 月 25 日(木)は、彩の国ボランティア体験プログラムにて『点字体験』を実施！
まずは、視覚障がい当事者のかたのお話を聞き、その後は参加者にあわせてマンツーマンで点字指導
を受けました。
参加者からは、 点字に興味を持ちました。今後も練習を続けてみたい という声が聞かれました。
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〜ボランティアが輝く瞬間〜
ランティア

第 2１回 三郷市ふれあい広場
9 月 15 日(木)・16 日(金)・17 日(土) 戸ヶ崎老人デイサービ
スでは毎年恒例となった『敬老会』が実施されました。

のブログでも公開中♪
http://togasakiday.blogspot.com/

三郷市社会福祉協議会まで[TEL] 048-953-4191

ポート

戸ヶ崎老人デイサービスセンター
「敬老会」
敬老会の様子は、戸ヶ崎デイサービスセンター

下記イベントのお問合せは、

 社協からのおしらせ 

1 日目は、デイルームで秋祭りゲーム大会！
2 日目は、１階ロビーで『よさこいソーラン真来寿』のみなさ

さまざまな出会いや交流がささえあいの輪となり、誰もが
安心して豊かに暮らすことができるまちづくりのきっか

当日、ステージでパフォーマンスを披露して

けにしたいと願い、毎年開催しています。お越しいただい

くださるかたを募集します。ダンス、手品、合

た皆さんに楽しんでいただけるよう、ステージや模擬店、

唱や演奏など、概ね 10 分前後の持ち時間で

体験コーナーなど、さまざまな催しをご用意しています。

会場を盛り上げてください♪

んによる、よさこいソーラン踊り♪
最終日は、デイルームで人形劇サークル『ぽぺっと』のみなさ

■日時

手話通訳がつきます
10 月 22 日(土) 午前 10 時〜午後 3 時

んによる、人形劇でした。

■場所

早稲田公園臨時駐車場

■申込締め切り
10 月 11 日(火)
三郷市社会福祉協議会 事業係

（埼玉県三郷市早稲田 4-3）

利用者のみなさんは ねじりはちまき で、ゲームや、華やか

■内容

な舞台を楽しんでいました。

障がいをテーマにした劇、酵母パンやアクセサリーなど心身障害者地域デイケア施設の自主制作
品や焼きそば、フランクフルトなどの販売、遊びのコーナー、賞品つきスタンプラリー他

ボランティアのかたが参加してくださることで、行事が盛り上
がり、活気が出ます。

第 27 回 ふれあい作品展

記念写真で使うカードも、日ごろお世話になっているボランテ
ィアのみなさんが集まり、手づくりで作成したものです。
▲「よさこいソーラン真来寿」のみなさん
メンバーみなさんの元気の秘訣はこの踊りだそうです。

■日時

①11 月 11 日(金) 午前 10 時〜午後 4 時
②11 月 12 日(土) 午前 10 時〜午後 2 時

社協では、高齢者や障がいのあるかた

■場所

三郷市文化会館展示室（埼玉県三郷市早稲田 5-4-1）

が日ごろ取り組んでいる作品が一堂

■出品できるかた

市内に居住、通勤・通学している高齢者(60 歳以上)、

今年も、ボランティアのみなさんのお力を借り、充実した敬老

に集まるふれあい作品展を開催して

会になりました。

います。開催中は多くのかたが来場

■募集作品

書、絵画、陶芸品、俳句、短歌、手芸品など

し、作品を楽しみにしています。この

■出品数

一人一点

機会に、出品してみませんか？

■申込方法

10 月 13 日(木)〜28 日(金)まで社協事務局、岩野木・彦沢・

又は障がいのあるかた

戸ヶ崎老人福祉センターへ作品をお持ちください。

奈々ちゃんは「レット症候群」という病気を抱える、高

奈々ちゃんとあそぼう！ 2011

校 2 年生の女の子です。

 説明会のおしらせ 

学校が夏休みになる 7 月〜8 月の間は家にいることが多
http://www.misato-syakyo.or.jp/vc/nana.html

くなるので、夏のひとときを一緒に過してくれるボラン

聴覚障がい者のかたへ

火災警報器装置についての説明会

ティアを毎年募集しています。
住宅用火災警報器の設置義務化が始まりました。しかし、一般の火災警報器は音が出るだけなので、聴覚
今年は市内在住の主婦のかたから応募がありました。
一緒に絵本を読んだり、料理をつくったり、ゲームをし
たり・・・奈々ちゃんに寄り添いながら 1 日 1 時間半程
度、計 6 日間のときを共に過ごしました。

障がい者のかたでも分かるよう光でお知らせする火災警報器などもあります。今回、聴覚障がい者のかた
を対象に説明会を実施いたします。一般のかたもどうぞ、ご参加ください。また地域の耳の不自由なかた
にもお声かけください。
■日時

10 月 29 日(土) 午前 10 時〜11 時

■場所

三郷市立瑞沼市民センター(三郷市上彦名 870)

今回参加された松本さんは、 奈々ちゃんの様々な表情を
見ることができた。この出会いを大切にしていきたい
とお話ししてくださいました。
奈々ちゃんのお母さんも、家族・学校以外のかたと出会
うことで地域の繋がりを感じることができ、うれしく思

▲奈々ちゃんとスキンシップをとりながら活動中

プロジェクターによる拡
大映像、手話通訳・要
約筆記がつきます。

JR 武蔵野線「新三郷駅」徒歩 15 分
■内容

①設置が義務化された火災警報器はどんなもの？
②手話通訳の派遣ってなに？

■主催・問い合わせ 三郷市消防本部予防課 ［TEL］048-952-1216
三郷市障がい福祉課

［TEL］048-930-7778

［FAX］048-952-5568
[FAX] 048-953-7785

っているそうです。
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