ボランティア募集 スマコレ祭 イベントのお手伝い

募 集 障がい児が気兼ねなく楽しめるお祭りのお手伝い（くわしくは４ページ）

〜笑顔を集める 笑顔が集まる〜スマイルコレクション

瑞沼市民センター体育館を会場に、お祭り（エアー遊具やヨーヨー釣り、輪投げ、くじ引き
など）を開催します。障がい児が健常児と気兼ねなく楽しめる、また、一般のかたに理解し
てもらうきっかけになることを期待しています。
日時

９月２０日㊐ 9:00 〜16:00（準備、片付け含む）

パフォーマンス出場者募集 三郷市ふれあい広場ステージ

福祉をテーマにしたイベントでパフォーマンスを披露し、
会場を盛り上げてくださるかたを募集します。
日時
１０月１１日㊐ 11:00〜12:00、13:30〜14:30 の間で、
持ち時間は概ね20分以内
場所
早稲田公園（三郷市早稲田4‑3）
募集
ダンス、演奏、大道芸などを披露できる個人や団体
申し込み
１０月５日㊊までに下記へ①代表者氏名及び連絡先電話
番号、
②パフォーマンス内容、
③所要時間及び出演希望
時刻、
④参加者数お知らせください。
三郷市社会福祉協議会 地域福祉課 福祉推進係
▲見事なダンスで会場を魅了したキッズスクールの皆さん
TEL 048‑953‑4191 FAX 048‑953‑4192

ボランティアみさと配布先

三郷市ボランティアセンター、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)
カーブスワオシティ三郷(三郷 1-3-1 ワオシティ三郷 2 階)
川の郷福祉会(早稲田 1-11-13)/ 早稲田児童センター(早稲田 3-18-14)
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)
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)
【幸房・谷中・谷口周辺】
特別養護老人ホーム小鳩園(中央 4-8-4)/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 631-3)/三郷郵便局(谷中 14-9)
【新和・栄周辺】
ひまわりの家(新和 4-562-3)/ 工房風のうた( 新和 4-601)
埼玉みさと総合リハビリテーション病院( 新和 5-207)
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【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)
【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 2-284)
亀有信用金庫三郷前谷支店(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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主な記事
今月の表紙 ボランティア体験プログラムの１コマ「みんな大好き！パラバルーン」
２ページ

【Ｖ団体・グループ紹介】スマイルコレクション

３ページ

【お知らせ】全国ボランティアフェスティバル ふくしま 11/21 ㊏〜22 ㊐

４ページ

【募集】9/20㊐スマコレ祭お手伝い、10/11㊐ふれあい広場パフォーマー

ボランティア募集中︒
スマコレ祭にチカラを！

場所 三郷市立瑞沼市民センター体育館
（〒341‑0004 三郷市上彦名 870）
募集 25人※定員になり次第、締め切らせていただきます。
エアー遊具入場整理、模擬店（ヨーヨー釣りや輪
投げ、くじ引き、お菓子すくいなど）の運営補助、
受付など、どなたでも参加できるボランティア
活動です。
持ち物
上履き、飲み物、昼食、動きやすい服装
ハンデを持った子に対する優しい心と体力
▲エアー遊具
留意点
申し込み /電子メールアドレス
祭当日、ボランティアのかたにユニフォーム
※件名に「スマコレ祭ボランティア募集」と
（Tシャツ）を用意しますので着用してください。
ご記入ください。
また、当日体調を崩された場合は、ご無理をなさ
smilecollection@outlook.com
らずお休みください。
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Ｖ団体・グループ紹介

スマイルコレクション
〜 笑顔を集める

笑顔が集まる 〜

一緒に活動してくれる
メンバーを募集してい
ます。お気軽に問い合
わせください。

スマイルコレクションとは？

平成25年11月に発足しました。三郷市や近隣のまちで、障がい児者の住みよい環境づくりや、定期的なグループ
活動をすることを目的とした集まりです。月に１回、茶話会や勉強会を行ったり、各種イベント・障がいのある
かたに必要な情報などの配信を行っています。
障がいの種類に関わらず、障がいのあるかたとそのご家族のかたならどなたでもお入りいただけます。
平成 27 年 7 月現在では 2〜8 歳の障がい（発達・知的障がい、肢体不自由）のあるお子さんのご家族のかたが
在籍されていて、同じような立場のママと情報共有をしたり、先輩ママからアドバイスをもらっています。

ご案内

“ありがとう” 未来につなごう ふくしまから 第24回全国ボランティアフェスティバル
全国ボランティアフェスティバルは、ボランティア・市民活動を推進する多彩な諸機関・団体の協働により開催される、
ボランティア・市民活動の最新情報発信、情報交換・交流の場です。
会場
ビッグパレットふくしま( 郡山市 )他
日時

11月 21日㊏〜22日㊐

11月21日㊏ビッグパレットふくしま
13：00〜13：20 ウェルカム演奏 山木屋太鼓
13：30〜14：20 開会式
14：30〜15：20 基調講演「お金の世界」から「いのちの

ボランティア募集中

月1〜2 回保護者が茶話会・勉強会などを行っている間、障がいのある子どもを見守りながら一緒に過ごしたり、
遊んでいただきます。
子どもや障がいについて勉強しているかた、先生になりたいかたなど、学生さんから一般のかたまで広く募集
しています。
※活動にあたっては、ボランティア保険の加入をお願いしています。

世界」
「 成長社会」から「成熟社会」へ
飯舘村長 菅野 典雄 氏

基本情報
会員数
120 人（3 歳〜40 代）
活動頻度
毎月１〜２回程度
活動場所
三郷市立瑞沼市民センター
〒341‑0004 三郷市上彦名870
問い合わせ
加賀（かが）TEL 090‑5827‑3314

▲バルーンをふくらませ、プードル作りに挑戦

メッセージ

障がいがあっても「楽しいことをやってみたい！」
「新しいことにチャレンジしたい！」そんな気持ち
を応援してくださいませんか？
障がい児と家族だけでは難しいことが、ボラン
ティアさんと一緒ならできることに変化します。
ぜひお手伝いをお願いいたします。
スマイルコレクション Facebook
https://www.facebook.com/smilecollection.misato
スマイルコレクションブログ
http://smilecollection.blog.fc2.com/
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避難所運営とボランティア〜東日本大震災直下の
大規模避難所・あの日あの時〜
災害時の要援護者支援のあり方を考える

15：30〜17：00 シンポジウム
未来につなぐ日ごろのつながり・支え合い
17：30〜19：00 交流会

協働型災害ボランティアセンターの運営を考える
広域避難・県外避難と福島
避難者の “今とこれから” を支える人たちと、話そう・

11 月22 日㊐AM各分科会会場 PM ビッグパレットふくしま

知ろう・考えよう

9：00〜12：00 分科会

福島の子ども保養

Ａたすけあい・支え合いのまちづくり

〜ありがとう 子どもの未来につなげよう〜

ふれあい・いきいきサロン全国研究交流会〜再発見！

防災や減災をもっと身近に！

サロンがもたらすたくさんの「福」〜※午後あり

被災者支援に役立つ知識と技術を学んでみよう

やさしい日本語ワークショップ〜誰にとっても易しく

▲パラバルーンで作りだした大波小波に大喜び

Ｃふくしまの今と未来

Ｄフィールドワーク

優しいコミュニケーションの手段〜

フィールドワーク〜大沼郡金山町・昭和村〜

子どもたちと一緒に地域文化でまちおこし

過疎と少子高齢化に悩む集落、その暮らし方

地域の中のおたがいさま〜住民主体の支え合い・

〜限られた社会資源を最大限に引き出すためには〜※午後あり

助け合いのまちづくり〜

フィールドワーク〜会津若松市〜

脱!! 貧困〜学習支援という一つの方法〜

歴史と伝統の街を歩きながら、おもてなしを体感！
※午後あり

Ｂつながり・次世代ボランティア
地域で育むふくしのこころ

13：30 〜14：20 大会振り返り

働きながら取り組むボランティア活動

14：30〜15：00 閉会式

国際的なつながりを広げ、強化し、この経験を国内で
活かす

参加費
3,000円（大学生以下無料）

人と人とをつなぐレクリエーションボランティア

申込締切

次世代を担う若者のチカラを未来へ〜つなごう、

10月9日㊎

活かそう、地域で輝く若い力〜

※詳細はホームページをご覧ください。

“協働” のいろはを学ぶ〜多様な団体間のつながりで

http://www.fukushimakenshakyo.or.jp/vﬀukushima/index.html

生み出す課題に挑む力〜

問い合わせ

子どもたちにおもちゃのすばらしさと遊びの楽しさを

福島県社会福祉協議会地域福祉課(ボランティアセンター)

〜おもちゃ図書館ボランティアの役割と活動の原点

TEL：024‑523‑1254
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FAX：024‑523‑4477

