 ボラセンからのおしらせ 

平成 24 年度

三郷市内外の

ボランティア保険

情報をお届けします！

加入受付中です！

d 全国社会福祉協議会「ボランティア活動保険」 D
ボランティア活動は、自らの意思
によって活動を行い、その責任も
自ら負う形になります。
しかしボランティア活動中にお
いて、いつ何時不慮の事故が起こ
るかわかりません。ボランティア
活動中の事故では、何の補償もな
いどころか、ボランティア側に過
失があれば、損害賠償を求められ
たり、訴訟の対象になる場合もあ
ります。
ボランティア活動中の事故の全
てが解決される訳ではありませ
んが、安心して活動していただく
ために傷害や賠償の一部を金銭
で補償できる「ボランティア保
険」へご加入ください。

加入手続きについて
２ ０１ 2

三郷市ボランティアセンターで受付をしています。

NO．120

窓口で所定の「加入申込書」をご記入、保険料(掛け金)を添えて
お申込ください。
なお、平成 24 年度より「ボランティア活動保険」および「ボラ
ンティア行事用保険」については、加入申込依頼書の捺印は必要
ありません(法人は法人印が必要になります)。
ただし、加入申込者(ボランティア・市民活動団体の場合は代表
者)ご本人の署名が必要になります。
■対象となる活動
日本国内における自発的な意思により、他人や社会に貢献する
無償の活動

Contents
P.2
ボランティア募集のおしらせ
P.3
助成金のおしらせ
P.4
ボラセンからのおしらせ

■補償期間
加入手続きが完了した日の翌日午前 0 時から
平成 25 年 3 月 31 日午後 12 時まで
■加入プラン／保険料
Ａプラン 280 円、Ｂプラン 420 円

△特別養護老人ホーム「三郷藤光苑」菅野さんの話を興味深く聞き入る参加者の様子。

天災Ａプラン 490 円、天災Ｂプラン 720 円
※一部の内容しか掲載していませんので、詳しくはボランティア
センターにご相談ください。

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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"はじめてのボランティアガイダンス実施レポート"
三郷市ボランティアセンターでは、２月２４日(金)に、はじめてのボランティアガイダンスを実施しまし
た。このガイダンスは、
「ボランティア活動に興味があるので話を聞いてみたい」
「これからボランティア
活動を始めたい」という人の一歩を応援するために企画したものです。
前半は、ボランティアセンター職員より、ボランティアの基本について話をし、後半は介護老人ホーム「三
郷藤光苑」介護課長 菅野孝さんより施設のことやボランティア活動の様子について教えていただきまし
た。引き続き、ボランティアセンターでは、皆さんのボランティアへの一歩を応援しています。

【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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 ボランティア募集のおしらせ 
保育ボランティアの募集

 助成金のおしらせ 
平成 24 年度生命保険協会 「子育て家庭支援団体に対する助成活動」

～三郷市立しいのみ学園～

「しいのみ学園」は、身体が不自由であったり発達につまずきのある子どもたちが、保護者と一緒に訓練や指

就学前の子どもの保護者等(妊婦等を含む)を対象に、子育てに関する啓発活動や育児負担を軽減させる活動等

導を受ける就学前の母子通園施設です。言葉でのコミュニケーションがまだ上手にできなくても、みんな純粋

を行っている民間非営利の団体、ボランティアグループ、特定非営利活動法人(NPO 法人)等の活動に対して、

で優しい子どもたちです。私たちと一緒に子どもたちの成長を見守ってくださいませんか？

活動に直接必要な資金の助成を行います。

福祉の学校で学んでいる学生さんも大歓迎です！是非ご相談ください。
■助成対象となる活動(事業)
■活動内容

就学前の子どもの保護者等(妊婦等を含む)を対象とする支援活動で、平成 24 年 10 月～平成 25 年 9 月に

指導員と一緒に園児の身の回りの生活習慣の自立を促したり、園庭や室内で一緒に遊びます。
（指導員も一緒ですので、ご安心ください。
）

実施する活動。

■活動日時
月～金曜日(祝日のぞく) 午前 10 時～午後 2 時
※曜日・時間は相談のうえ決めましょう。午前のみでも大丈夫です。
■活動場所
三郷市立しいのみ学園 (三郷市新和 2-193)
H 東武バス 金町行(大膳橋経由)「八丁堀」より徒歩 5 分
■募集条件
1 日 1 人（下記のいずれかに当てはまるかた）
①子育て・保育経験のある 60 歳くらいまでのかた
②福祉関係の学校に通う 18 歳以上のかた(高校生不可)
■持ち物・服装
昼食(活動時間によって異なります)
動きやすい服装、運動靴

相談のうえ決定しますので、
まずは、ご連絡ください♪
■申込・問い合わせ
「三郷市立しいのみ学園」
担当／湯本 (平日：午後 2 時～5 時)
[TEL]048-952-0066

＜対象となる活動の具体例＞
①学習会活動(育児勉強会の開催等)
②相談活動(子育て相談・カウンセリング等)
③情報提供活動(子育て情報誌の発行等)
④支援者養成活動(保護者等の支援者の専門性向上を図るための研修会等)
⑤交流活動(親子の集い・情報交換の場の提供)
⑥託児(保護者等支援活動を行う際の一時預かり等)
⑦その他、就学前の子どもの保護者等を支援するうえで、効果的と認められている活動

■助成金額
1 団体あたり上限 25 万円（助成総額最大 1,400 万円）
■助成対象となる団体

[FAX]048-953-6827

民間非営利の団体、ボランティアグループ、特定非営利法人(NPO 法人)等で、所定の要件(「申請時点で 1

[E-mail]shiinomi@city.misato.lg.jp

年以上の活動実績を有し継続して運営している」等)を満たす団体。
■申込方法
所定の「助成申請書」に必要事項を記入・捺印し、正本 1 部・副本(コピー)1 部を必須添付書類と一緒に、

保育ボランティアの募集

～障害児児童クラブ「さとっこクラブ」～

障害児児童クラブ「さとっこクラブ」は、三郷特別支援学校に通う小学 1 年生から高校 3 年生までが利用して
いる、障がい児のための学童保育クラブです。春休みには多くの子どもたちが利用し、行楽地や公園などにも
お出かけします。一緒に楽しんでくださるボランティアさんを募集します。

郵便(簡易書留)にて送付してください。
なお、募集要項等は、ホームページからダウンロードするか、郵便番号・住所、団体名、担当者名、電話番
号をご記入のうえ FAX(はがき)でご請求ください。
■申込締切
4 月 27 日(金) 当日消印有効
■申込先・問い合わせ

■活動内容

社団法人 生命保険協会（地方事務室／埼玉県）

知的障がいのある子どもたちの遊び相手など
■活動日時

〒330-0845 さいたま市大宮区仲町 2-75 大宮フコク生命ビル 8 階

月～金曜日(祝日のぞく) 午後 2 時～5 時 30 分
ただし 3/26(月)～4/6(金)は午前 9 時 30 分～5 時 30 分です。
※曜日・時間は相談のうえ決めましょう。
■活動場所
埼玉県立三郷特別支援学校(三郷市駒形 56)ほか
H グローバル交通 三郷駅南口行「浄水場西」より徒歩 3 分
■持ちもの・服装
動きやすい服装、運動靴
■募集条件

[TEL]048-644-5001 [FAX]048-647-5479 [WEB http://www.seiho.or.jp/index.html

活動希望のかたは、まずはご連絡ください♪
■申込・問い合わせ
障害児児童クラブ「さとっこクラブ」
担当／吉岡
[TEL]070-5565-5624
[E-mail]satokko-11@pdx.ne.jp

W 申請をする前に・・・

ＣＨEＣＫ W

助成金は助成団体という第 3 者から支援を受ける訳ですから、相手の趣旨に沿った内容であ
り、相手を説得できなくてはいけません。
募集要項をしっかり読み、なぜ助成金が必要なのか目的をはっきりさせてから申請しましょう。
また、申請の際には、申請書類の不備はないか(記入漏れや捺印漏れ、計算間違え)、添付書類
が揃っているか確認をしましょう。控えとして完成した申請書類のコピーもお忘れなく！

中学生以上 1 日 10 人まで
VOLUNTEER MISATO 4 月号（NO．120）
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