VOLUNTEER MISATO 4 月号（NO．144）

ボランティア・市民活動団体に登録しませんか？
三郷市ボランティアセンターではボランティア・市民活動団体の活動支援を目的に、団体登録制度
を設けています。
◆ 支援内容
(1) ボランティア・市民活動の相談
(2) 団体の広報、Ｐ Ｒ に協力
ボランティア情報誌「ボランティアみさと」への掲載、ホームページへの掲載、ボランティア・市民活
動団体情報冊子への掲載
(3) 三郷市ボランティア活動等災害補償の加入(実施主体:三郷市）
◆

登録要件
(1) ボランティア活動を目的に設立された団体、又は団体の活動を通じてボランティア活動に取り組む団体
(2) 三郷市を活動基盤とし、地域社会との関わりがあること

主な記事
バルーンアート入門講座 実施レポート
２ページ【Ｖ募集】 特別養護老人ホーム あったかの家みさと ボランティア募集
【お願い】 店舗や施設にボランティアみさとを置いてください！
3 ページ【助成金】 ドコモ市民活動団体への助成金募集
４ページ【お知らせ】ボランティア・市民活動団体に登録しませんか？

今月の表紙

(3) ４ 人以上で構成されていること
(4)

団体概要(団体名、活動分野、代表者名、会員数、定例会、会費・メンバー募集、活動内容、活動
日時・活動場所等)を公開できること

(5) 社会貢献的な活動への発展がない自己研鑽・自助活動を目的としたものでないこと
(6) 政治・宗教・営利を目的とした活動でないこと
◆

登録期間

2 月 25 日(火)三郷市文化会館視聴覚室で
バルーンアート入門講座を開催しました。

４ 月１ 日以降の書類提出日から平成 27 年 3 月 31 日まで
◆

登録手続き
以下の書類をボランティアセンターに提出してください。
「平成 26 年度ボランティア・市民活動団体登録カード」(※ボランティアセンター所定の書式)
「会員名簿」(氏名、住所、電話番号が記載されているもの）
「会則」・「規約」
、または団体の活動内容が具体的にわかるもの

◆

問い合わせ
初めて登録される団体のかたは、電話、Ｆ Ａ Ｘ 、メールでお問い合わせください。
三郷市ボランティアセンター 担当 安本
[TEL]048-953-4191 [FAX]048-953-4192

ボランティア活動先や施設、町会などのイ
ベントで役立ててもらうため、プロの大道芸人
ディンゴ氏にバルーンの膨らまし方からショ
ーの見せ方まで教えていただきました。
みなさん時間が経つのを忘れてバルーン
でイヌやキリン、花などを作っていました。感
想も「とても楽しかった」
「今後の活動に役立
てたい」との回答が多く、大変有意義な講座
になりました。

▲講座の一コマ
ハートを作っています

[メール]mvc@misato-syakyo.or.jp
◀子どもに人気のあの
キャラクターも登場

ボランティアみさと配布先

長さを調節して腕輪

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！

三郷駅周辺
みさと書房(早稲田 2-2-6)/亀有信用金庫三郷駅前支店(三郷 2-20-1)
川の郷福祉会(早稲田 1-11-13）カーブスワオシティ三郷(三郷 1-3-12 階)
NPO 法人ワーカーズ・コレクティブ青いそら(早稲田 5-4-1 文化会館 1 階)
地域活動支援センターパティオ（早稲田 3-26-3 ふれあい早稲田 3 階）
早稲田児童センター(早稲田 3-18-14)
幸房・谷中・谷口周辺
特別養護老人ホーム小鳩園(幸房 680)/ドコモショップ三郷店(幸房 131-1)
亀有信用金庫早稲田支店(谷口 631-1)/三郷郵便局(谷中 14-9)
新和・栄周辺
NPO 法人ひまわりの家(新和 4-562-3)/工房風のうた(新和 4-601)
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にもできます

埼玉みさと総合リハビリテーション病院(新和 5-207)
新三郷駅周辺
介護老人保健施設三郷ケアセンター(南蓮沼 260-2)/みどりの風
(半田 1212-2)
天神周辺 イトーヨーカドー三郷店(天神 2-22)
鷹野周辺 ブックスたかの(鷹野 3-14)
戸ヶ崎周辺
地域包括支援センターみさと南(戸ヶ崎 1-568-1)/南児童センター
(戸ヶ崎 2-654)亀有信用金庫三郷支店(戸ヶ崎 2-285)
三郷前谷支店(戸ヶ崎 3-116-2)
高州周辺 亀有信用金庫高州支店(高州 1-291-1)
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レクリエーションボランティア

２０１４年度(第１２回)

演芸ボランティア大募集

ドコモ市民活動団体への助成金募集案内
〜社会福祉法人志木福祉会 特別養護老人ホームあったかの家みさと〜
Ｎ Ｐ Ｏ 法人モバイル・コミュニケーション・ファンド(Ｍ Ｃ Ｆ )は、豊かで健全な社会の実現に向けて、全国の市
あったかの家みさとは、「地域にあったかの心を育む」をビジョンとする特別養護老人ホームです。あった
かく明るく家庭的に生活していただく家、共に学び向上できる家、地域社会に溶け込める家を目指しています。

民活動を支援しています。
「子どもを守る」「環境を守る」をテーマに、それぞれの地域で、将来の担い手である子どもの育成や地球環
境保護に取り組んでいる市民活動団体への助成を行うものです。

◆

場

所

社会福祉法人志木福祉会 特別養護老人ホームあったかの家みさと (半田 241−1)

◆

助成対象活動
子ども分野:「子どもを守る」をテーマに子どもたちの健やかな育ちを応援する活動

ＪＲ武蔵野線新三郷駅 徒歩１０分

(例:不登校、ひきこもり、児童虐待、非行、子どもの居場所づくり、発達障害の支援にかんするもの)
◆

内

容

①レクリエーションボランティア

９：００〜１１：００、１３：００〜１５：００

環境分野:「環境を守る」をテーマに、これからの地球や地域の環境のためになる活動
(例:省エネ、リサイクル、森林管理・保護、環境教育など)

利用者のかたと一緒にレクリエーションや将棋などのお相手、お話しのお相手など

活動対象期間は平成 26 年 12 月１ 日〜平成 27 年 11 月 30 日です。

②演芸ボランティア
歌、演奏、踊り、手品などを披露していただけるかた

◆ 対象団体
◆

日

時

①日本国内に活動拠点を有する民間の非営利活動団体でＮ Ｐ Ｏ 法人などの法人格を有するもの、または取得申請

曜日と時間、内容については相談して決めましょう。まずはご連絡ください。

中で、団体で 8 月末までに法人登記が完了見込みの団体。※活動実績が 2 年以上であること(法人格を有する以前
◆

注意事項

の活動実績を含む)。

動きやすい服装で室内履きを持参してください。
年齢、性別、経験は問いません。

②複数の団体が連携した協働事業の場合は、代表申請団体が上記①の要件を満たしていることを条件とします。地
◆

◆

メッセージ

ボランティアのみなさんの活力は、ご利用者様の日常をいきいきとしたあったかいものにする

域の中間支援組織(Ｎ Ｐ Ｏ 支援センターなどの活動支援団体)を代表申請団体とする場合に限り、法人格の有無は問

事ができます。ぜひ当施設でその力を発揮して、あったかい時間を育んでください。よろしく

いませんが、任意団体の場合は、会則、規約またはそれに相当する文章を有し、適正な事業計画書、予算・決算

お願いします。

書が整備されていることを条件とします。
◆ 助成金額

問い合わせ・申し込み

子ども分野

電話、ＦＡＸ、メールのいずれかにてお問い合わせください。

助成総額:2500 万円(上限)予定

環境分野

助成総額:1000 万円(上限)予定

※１ 団体あたりの助成額は 50 万円を標準とし、最高 100 万円までの申請を可能としますが基準額を超える申請の
場合は施策内容などを審査のうえ、決定します。

社会福祉法人 志木福祉会 特別養護老人ホーム あったかの家みさと
担当 姫野(ひめの） 連絡可能時間帯：9:00〜18:00
[TEL]048-950-2240

[FAX]048-950-2241 [メール]misato̲attakanoie@yahoo.co.jp

◆ 応募受付期間
平成 26 年 3 月 1 日(土)〜4 月 21 日(月)必着

店舗や施設にボランティアみさとを置いてください！

◆ 応募方法
ホームページからダウンロードした申請書に必要事項をご記入のうえ、事務局宛てに、簡易書留、宅配便など必ず
配達記録が残る手段で送付してください。

より多くのかたにボランティアみさとを読んでいただけるように、無償で情報誌の設置にご協力くださる店舗や施
設を募集しています。詳しくはボランティアセンターへお問い合わせください。

◆ 問い合わせ・申し込み
NPO 法人モバイル・コミュニケーション・ファンド(Ｍ Ｃ Ｆ )事務局

ご連絡お待ちしています W

◆お問い合わせ

〒100-6150 東京都千代田区永田町 2-11-1 山王パークタワー29 階

三郷市ボランティアセンター
[TEL]048-953-4191

[TEL]03-3509-7651 (平日 10 時〜18 時)

[FAX]048-953-4192 [メール]mvc@misato-syakyo.or,jp
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c MVC
ボラ太郎○

[FAX]03-3509-7655

[Web]http://www.mcfund.or.jp/
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[メール]info@mcfund.or.jp

