 講演会のおしらせ 

三郷市内外の

情報をお届けします！

活動に役立つ！地域福祉実践講座

地域の支え合いのしくみ〜実施・継続のポイント〜
埼玉県が推進する「地域支え合いの仕組み」を題材に、地域に密着した福祉系の活動を、長期にわたって継続し
て実施していくためのポイントを学ぶ講座です。
「地域の支え合いのしくみ」は、社会福祉協議会、商工団体、NPO、
自治会など多様な団体が取り組んでいます。それぞれの特性を踏まえつつ、運営体制、収支計画、収益事業の組
み合わせなど、実際の活動に役立つ内容を講義いただきます。
２ ０１ １

「地域支え合いの仕組み」とは？

■日時
11 月 17 日(木) 午後 2 時〜4 時（受付開始 午後 1 時 15 分）
埼玉県教育会館 201・202

齢者等の家事の手伝い等を行い、そ

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂 3-12-24 JR 浦和駅西口徒歩 10 分

の謝礼を地域商品券や地域通貨と

※公共交通機関でご来場ください。お車の場合は、県庁の駐車場をご利用ください。

して受け取り、地域の商店街等で買

■定員

赤い羽根共同募金

じぶんの町を良くするしくみ

い物をしてもらうというものです。

180 名(先着順)

・高齢者等の日常生活の安心

■対象

・元気な高齢者の介護予防

地域支え合いの仕組みを実践しているかた、仕組みに関心のあるかた

・地元の商業振興

社会福祉協議会・商工団体・NPO・市町村職員のかたなど（どなたでも可）

３つのメリットがあります。平成 23

■講師
ながさわ

第 64 回

元気な高齢者等が援助の必要な高

■場所

NO．１ １ 5

年 9 月 30 日現在、県内 31 市町村で
えい

永沢 映氏（NPO 法人コミュニティビジネスサポートセンター代表理事）

の実施が決定しています。

※事例が豊富で分かりやすいと評判の講師です！
■申込方法
FAX またはメールにて、所属、氏名、電話番号(メール)、住所(市町村名のみ)、講師への質問・相談事項
連絡事項(車椅子の使用など)を明記のうえ申込ください。 11 月 11 日(金) が締め切りです。
■申込・お問合せ先

▲スーパービバホーム三郷店にて

埼玉県福祉部 福祉政策課

地域支え合い推進担当

10 月 1 日から赤い羽根共同募金が全国でスタートしました。埼玉県共同募金会三郷市
支会でも街頭募金を実施し、現在も多くのかたにご支援・ご協力をいただいています。
ご協力いただいた募金は、主に集められた地域の福祉活動のために役立ちます。三郷市
では民間の福祉施設の修繕費や町会の活動などに配分させていただいています。

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂 3-15-1
[TEL] 048-830-3223 [FAX] 048-830-4801 [E-mail] a3380-07@pref.saitama.lg.jp

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

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)
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【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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 助成金のおしらせ 

 ボランティア募集 
さをり織り・手芸が得意な人、歓迎！・・・作業のお手伝いやレクリエーションを一緒にしてくださるかた募集します。

障がい者施設でのボランティア
〜社会福祉法人緑の風福祉会 みどりの風〜

ＪＴでは、NPO 法人をはじめとした非営利法人が、日本国内において、地域の核となって実施す

「みどりの風」は、さまざまなハンディをもつかたに働く機会を提供し、作業や活動を通じて一人ひとりに
応じた支援を行っている通所の福祉施設です。仲間たちと一緒に仕事や活動を共にしてくださるかたを募集
しています。経験は問いません。ご連絡をお待ちしています。

さをり織りとは？

最も簡単な「はた織り」のひとつで
す。名前の意味は、それぞれが持つ
作業のお手伝いや、レクリエーションの参加
個性・感性を織り込む、つまり「差
異を織る」ところから来ています。
■活動日時
「さをり織り」の理念は、「教えな
平日 午前 8 時 30 分〜午後 3 時 30 分 （※時間等は相談に応じます） いで引き出す」
「思いのままに織る」
に集約されます。色彩や素材・織り
■活動場所
方も自由という制約のないところ
〒341-0012 三郷市半田 1212-2 JR 新三郷駅西口下車 徒歩 5 分
が、既成概念にとらわれない障がい
※新三郷駅前の通り、なかむら歯科の看板を目印に黄色い壁の建物です。 を持つ人たちにも向いており、感性
豊かな作品が全国で次々生まれて
■持ち物
います。

■活動内容

動きやすい服装、上履き

る、地域コミュニティの再生と活性化につながる事業に対し、助成を行ないます。なお、活動分野
は問いませんが、環境美化や環境保全に関する活動を推奨します。
■応募資格
① 非営利法人であること
② 2011 年 9 月 30 日時点で、法人として 1 年以上の活動実績を有すること。
③ 法人の設立目的や活動内容が、政治、宗教、思想などに偏っていないこと。
■事業実施期間
2012 年 4 月 1 日〜2013 年 3 月 31 日に実施を計画している事業であること。
■助成内容
対象事業については、通常助成と被災地支援助成で内容が異なりますので、ご注意ください。
① 通常助成
非営利法人が日本国内において、地域社会の核となって実施する地域コミュニティの再生と
活性化につながる事業。

■募集条件

② 被災地支援事業

高校生以上 ※継続してできるかた
■申込方法

個性豊かな仲間たち

岩手県、宮城県、福島県に本拠地を置く非営利組織が、同三県において被災地域の人々と共

が待っています♪

に取り組む、被災地域コミュニティの復旧・復興をテーマにした事業（活動分野は問わない）

電話でご連絡ください。

■助成経費・限度額など

なお、オリエンテーションを事前に実施します。

申請事業に関わる事業費及び人件費

■申込・お問合せ先
社会福祉法人緑の風福祉会

2012 年度 JT NPO 助成事業〜地域コミュニティの再生と活性化にむけて〜

みどりの風

年額最高 150 万円／件 40 件程度

[担当：大木]

※2012 年度の募集につきましては、東日本大震災による未曾有の被害に鑑み、被災地支援に関す

TEL／FAX：048-911-1159

る活動に対し数件程度、優先して助成を行います。

http://heartland.geocities.jp/misato̲midorinokaze/

■応募方法
応募書類の入手し、所定の書式に必要事項を記入の上、添付書類とともに事務局まで送付してく

 ボラセンからのおしらせ 

ださい。助成決定を受けた法人については、あらためて前期・後期を区別した収支見込書を提出
していただきます。

『平成 23 年度ボランティア活動先情報』と
『平成 23 年度ボランティア・市民活動団体情報』 を発行しました!!

※応募書類はインターネットからダウンロードするか、郵送で依頼してください。
郵送の場合、
「応募書類郵送希望」と明記の上、団体名・代表者名・郵送番号・電話番号を記載
し、切手(200 円分)を貼付した返信用封筒(角型 2 号)を同封して、応募締切日の 2 週間前まで
に事務局宛に郵送してください。

三郷市の主に福祉施設で行われているボランティア活動の
紹介と、ボランティア・市民活動団体の情報をまとめた冊子
を発行しました。新たに活動をはじめようと考えているあな
たのきっかけづくりとして役立ててください。ボランティア
センターにて配布しています。

11 月 20 日(日) ＜当日消印有効＞が締め切りです。
■申込・お問合せ先
日本たばこ産業株式会社

ＣＳＲ推進部

社会貢献室

〒105-8422 東京都港区虎ノ門 2-2-1 JT ビル
TEL：03-5572-4290 FAX：03-5572-1443
http://www.jti.co.jp/csr/contribution/social/npo/ index.html
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▲左「平成 23 年度ボランティア活動先情報」
右「平成 23 年度ボランティア・市民活動団体情報」
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