募集 宿泊学習サポートボランティア 筑波大学附属桐が丘特別支援学校 中学部
大学附属として国内唯一の肢体不自由児を対象とする

宿泊先
高尾の森 わくわくビレッジ ( 八王子市川町 55)

特別支援学校です。学区がないため、三郷も含め広域から
児童・生徒が通学しています。

行程表

毎年、生徒の自立を促すことを目的に、家族以外の方

7 月6日㊌
8:40 学校集合 ‑‑‑ 観光バス ‑‑‑ 11:30 わくわくビレッジ着

と関わる宿泊学習を実施しています。

12:00 昼食 ‑‑‑ 館内オリエンテーリング ‑‑‑ 17:30 夕食

この取り組みをサポートしていただく付添ボランティアを
募集します。初めての方も大歓迎です。行事の進行、生徒の

‑‑‑ 入浴 ‑‑‑ 21:30 就寝

指導は教員が行います。関心のある方はぜひご連絡ください。

7 月7日㊍

参加生徒

6:30 起床 ‑‑‑ 7:30 朝食 ‑‑‑ 9:30〜11:30 工芸体験
12:00 昼食 ‑‑‑ 班活動など ‑‑‑ 17:00 夕食 ‑‑‑ 18:00 夜の集い

筑波大学附属桐が丘特別支援学校 中学部生徒 22 名

‑‑‑ 入浴 ‑‑‑ 22:00 就寝

（ほとんどの生徒が車いすを利用しています）

7 月8日㊎

日時

6:30 起床 ‑‑‑ 7:30 朝食 ‑‑‑ 9:30 わくわくビレッジ出発

7 月 6日㊌〜8日㊎（2 泊 3日）午前 8 時 40 分 学校集合

11:00 所沢航空記念公園・昼食・体験活動 ‑‑‑ 15:30 学校着

集合場所
筑波大学附属桐が丘特別支援学校

その他

板橋区小茂根 2‑1‑12 ( 地下鉄有楽町線 小竹向原駅から徒歩12 分 )

宿泊費や食費の自己負担はありません。学校までの往復
交通費は自己負担です。
6 月 28 日㊋に学校でオリエンテーション及び生徒との顔
合わせを行います。
申し込み・問い合わせ

ボランティア募集
19 名（大学生以上の方で、男性 11 名、女性 8 名）
活動内容
宿泊学習中の見守り、移動や段差越えの補助

案内 アニメーション「無念」上映会

東日本大震災から 5 年帰れぬ町
浪江のまち衆が作る 浪江町消防団物語

ら救助活動を中断し避難せざるをえなかった
浪江消防団。

上映場所

自然災害では起こりえない、原発事故なら
ではのまちの物語。今なお続く、あなたの知
らない東日本大震災がそこにあります。

主な記事
２ページ【紹介】ボランティアグループ わくわく紙芝居 赤とんぼ
３ページ【募集】難病ケアハウスレクリエーションボランティア募集 ほか
４ページ【募集】特別支援学校宿泊学習サポートボランティア募集 ほか

１ ２
３ ４

瑞沼市民センター（上彦名 870）
費用

1 人 300 円

主催
アニメーション「無念」を親子でみる会
申し込み・問い合わせ
特定非営利活動法人 MiKO ねっと

上映日時
6 月 12 日㊐午後 1 時 30 分〜2 時 30 分

TEL & FAX 048-959-5003

開場 午後 1 時 15 分

電子メール miko̲net0907@yahoo.co.jp
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】
みどりの風(半田 1212-2) /コンパス( 駒形124)
介護老人保健施設三郷ケアセンター(南蓮沼 260-2)
【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)

2016

今年も7 月下旬から8 月末にかけて、彩の国ボランティア体験事業を実施します。児童施設での
ボランティアセンター
ホームページＱＲコー
ド
お手伝いなど、37プログラムで募集します。詳しくは 6 月15日発行の社協だよりをご覧ください。

又は 隈元（くまもと）TEL 090‑2454‑4362 へ

また、生徒とボランティアは別の部屋で就寝します。

28

バックナンバーＰDＦは
コチラから▶

TEL 03‑3958‑0181

は教員が行います。基本的に同性の補助をします。

原発事故により、命があることを知りなが

6

筑波大学附属桐が丘特別支援学校 担当 宮内・岡部

※着替えや食事、トイレ、入浴などの介助が必要な場合

ボランティアみさと配布先

募集 被災地での防犯パトロール、特別支援学校宿泊研修のサポートほか
講座 子育て世代に寄り添う〜みさとファミリー・サポート・センター講習会案内

▲昨年、延べ 217 人が参加した彩の国ボランティア体験事業
使用済切手の整理
保育所で水遊び中
老人ホーム納涼祭
親子教室で遊び相手

午前8時30分〜午後5時15分
（祝日、
年末年始除く）
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ボランティアグループ・市民活動団体紹介

かみしばい

わくわく紙芝居 赤とんぼ

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。

紙芝居を上演しているボランティアグループです。
毎回 3〜4 人のメンバーが、老若男女が楽しめる国
内外の民話、童話、文学作品、知育、創作ものを題材
とする紙芝居作品を15〜30分くらい上演しています。
活動先でたくさんの笑顔に出会え、観客はもちろん、
自分自身も張り合いができ、元気になります。
昨年度は実績が評価され、埼玉県知事から文化
ともしび賞をいただきました。
どなたでも参加できる活動です。日本の独自文化
紙芝居を一緒に楽しみませんか？
ご連絡をお待ちしています。

▲あったかサロン早稲田で紙芝居を披露

▲オリジナルの紙芝居も制作しています

▲定例会では実際に上演し、みんなで工夫しながら練習しています

メンバー募集

基本情報

募 集 子育て世代に寄り添う

提供会員講習会のご案内

みやこグループ 難病ケアハウス 仁（じん）

みさとファミリー・サポート・センター
ファミリー・サポートは、保育所や学校の終了後や保護
者の病気や急用の場合に子どもを預かったり、保育施設の
送迎を行う事業です。
提供会員になるために必要なことを学ぶ講習会を下記の
とおり開催します。
現在、提供会員が不足しています。関心のある方のご参加
をお待ちしています。
講習会日時（全 4 日）
7 月 19 日㊋午前 9 時 30 分〜午後 4 時 30 分
7 月 20 日㊌午前 9 時〜午後 5 時

難病ケアハウス仁は、住宅型有料老人ホームです。医療
度の高い方が多く、吸引や胃ろう、気管切開や人工呼吸器装
着の方に対応する看護師や介護士が24時間常駐しています。
入居者様が楽しく笑顔で過ごせるように、週 2 日間レク
リエーションの日を設け、演奏や歌などを披露してくださる
方や、グループを随時募集しています。
「ボランティアのみなさまとの出会いを大切に」をモットー
に、心よりお待ちしています。まずは見学にお越しください。
活動内容
歌や踊りなどを披露していただきます。
日時・場所
月曜と金曜の午後 2 時から 3 時まで（最大1時間）
難病ケアハウス仁 1 階ホール（彦成 2‑336）
受入可能人数
個人、又は最大 10 名までのグループ
※交通費などの必要経費は自己負担でお願いします。
施設概要
入居者 30 名（1 階ホールに移動できる方は 15 名）
男女比 1:1、70〜80 代、要介護 4〜5 の方がほとんどです。
申し込み・問い合わせ
難病ケアハウス仁 レクリエーション部 中川純子
TEL 048‑950‑2282 FAX 048‑950‑2283
ホームページ http://www.miyako-group.jp/

7 月 21 日㊍午前 9 時 30 分〜午後 4 時 30 分
7 月 22 日㊎午前 9 時 30 分〜午後 3 時 30 分
※ご都合のつかない日がある場合は、ご相談ください。
場所
健康福祉会館 5 階（花和田 638‑1）
対象
市内在住、心身ともに健康で子育てのサポートができる
20歳以上の方（性別、資格不問）
活動時間（午前 6 時〜午後 10 時）と報酬（1時間あたり）
月曜〜金曜 午前 7 時〜午後 7 時

上記以外の時間帯及び土、日、祝日、年末年始▶800 円
申し込み・問い合わせ
みさとファミリー・サポート・センター
市役所 3 階（花和田 648‑1）
TEL 048‑930‑7748
月曜〜金曜（祝日除く）午前 9 時〜午後 5 時

募 集 平成 28 年熊本地震被災地

防犯パトロールボランティア

青色防犯パトロールの車両で、被災地の防犯活動に協力し
ます。三郷市から交代で車両を運転して現地入りし、１週間
防犯パトロール活動に協力いただける方を募集します。
普通運転免許を所持し、ボランティア保険天災Ａプラン
（年額 430 円）
、又は天災Ｂプラン（年額 650 円）に加
入できる方
※宿泊や食事、復路交通費は自己負担です。
人数
1 名（合計 3 名で活動します）
出発日

ＪＡさいかつ
彦成北支店

7月3日㊐

歯科医院

申し込み・問い合わせ
ご都合のつく方は、6 月 25 日㊏までにご連絡ください。
平井（ひらい）TEL 090‑2257‑3138
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▶700 円

対象
至 新三郷駅

彦郷小

難病ケアハウス仁
ココ

二郷半用水

会員数
28 人（女性 25 人、男性 3 人／ 40〜90 代）
発足年月日
平成 21 年 5 月 20 日
昨年度の活動実績
北児童館、
早稲田児童センター、
南児童センター、
早稲田図書館、北部図書館、丹後小、桜小、
早稲田小、戸ヶ崎東保育所、早稲田保育所、
丹後保育所、彦成保育所、みさとこころ保育園、
放課後等デイサービスレイア、放課後等デイ
サービスあさがお、地域密着型認知症デイ
サービスふれあい倶楽部、デイサービスセンター
釆女の里、介護老人保健施設三郷ケアセンター
ほか約 50 か所、延 400 回

披露してくださる個人やグループを募集

至 吉川

都合のつく時に、一緒に活動しませんか。紙芝
居は図書館などで借りられます。
募集人数
10 人（年齢、性別、経験不問）
会費
月額 200 円（半年ごとに集金）
その他
活動場所は、基本的に自宅周辺です。
定例会
毎月第 3 水曜日 午後 1 時〜午後 4 時
瑞沼市民センター（上彦名870）
問い合わせ
花井（はない）
TEL 090‑7812‑8038 FAX 048‑957‑0625

募 集 コーラスや演奏、踊りやダンスなどを
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