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彩の国

「社協だより」
は、
社協会費と共同募金の配分金で作られています

ボランティア

プログラム

2021

例年、多くのかたにご参加いた
だいている「彩の国ボランティ
ア体験プログラム」。
この夏、ボランティアの初めの
一歩を踏み出してみませんか
参加しやすいメニューがたくさ
んあります。詳しくは、本紙4ペ
ージをご覧ください。

▲切手の仕分け（三郷市ボランティアセンター）

受付期間

6月21日（月）～7月6日（火）
活動期間

7月21日（水）～8月31日（火）
主 な 記 事
▲コミュニティカフェのお手伝い
（コミュニティカフェなごみ）

編集・発行

社会福祉法人
－

三郷市社会福祉協議会

638－1 三郷市健康福祉会館5階
☎ 048（953）
4191 ℻ 048（953）
4192
E-mail：info@misato-syakyo.or.jp
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30 30

ご案内の事業は、新型
コロナウイルス感染症予
防により、中止・延期に
なる場合があります。

◀

2

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

ありがとうございます

市内で複数出店なされて
いる株式会社ダイナム様よ
り、3月と５月の2度に渡
り、食料品や日用品の物品
寄付をいただきました。
地域貢献を積極的に取り
組まれている同社において、
コロナ禍で開催できなかっ
た地域イベント用の商品を、
社協の福祉活動に活用して
ほしいといただいたもので
す。
食料品は困窮者支援の食
材提供に、日用品は介護施
設の運営に有効活用します。

食料品・日用品の寄付を
いただきました

寄 付のご紹 介

健康用品の寄付を
いただきました

三郷市新和のJFE条鋼
㈱東部製造所様より、指定
管理施設である岩野木・
戸ヶ崎老人福祉センターへ
プログラムバイクとマッ
サージチェアの寄付をいた
だきました。
同社からの物品寄贈は今
回で９回目を数え、平成
年度から毎年続けて社会福
祉協議会へご支援をいただ
いています。
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人生の節目のお祝いを多くのかたと一緒に

い場合、後日ご自宅へ記念
品をお送りします。
※対象のご夫妻からのお申
し込みが必要です。
対象 昭和 年１月１日か
ら 月 日までに結婚され
たご夫妻（過去に本事業に
申し込みをされていない、
昭和 年以前に結婚された
ご夫妻も可）
日時
月 日㊌
午後１時から４時まで
場所 鷹野文化センター
申し込み・問い合わせ
７月 日㊌までに福祉推進
係
31

10

社協事業

50

45

14

枚・風呂敷（あれば）
講師
日本赤十字社埼玉県支部
健康生活支援講習指導員
申し込み・問い合わせ
9月1日㊌までに、電話、
ファックス、メール
(koza
）
@misato-syakyo.or.jp
で福祉推進係

合同金婚式の
対象者募集
三郷市在住の結婚 周年
のご夫妻をお祝いする「第
回合同金婚式」を開催し
ます。
当日は、集合写真の撮影
と式典を行う予定です。
なお、式典に参加できな
40

介護教室
「避難所生活において
必要な介護について」
災害時における高齢者の
避難所での生活に焦点を当
て、介護の知識や技術を学
びます。
日時 9月 日㊏
午後2時から3時 分まで
（受付 午後1時 分から）
場所 文化会館 中会議室
対象 講座に興味のある市
内在住のかた
内容
講義①災害について
②避難所で気をつけた
い症状
実習①蒸しタオル作り
②エコノミークラス症
候群予防の体操
③風呂敷リュック作り
募集
人（抽選）※参加
者が 人に満たない場合は
中止とします。
参加費 200円
持ち物 筆記用具・フェイ
スタオル2枚・レジ袋1
20

10

令和3年６月15日号
みさと社協だより127号

月 ９日 ㊏
と 日㊐の ２
日間、三郷市
文化会館展示
室で「ふれあ
い作品展」を開催します。
そこで、高齢者や障がい
のあるかたの作品を募集し
ます。おうち時間で取り組
まれた作品などを出品して、
会場で観覧してみてはいか
がですか。
◎出品できるかた
・ 歳以上のかた
・障がいのあるかた
（市内在住、在勤、在学
のかた）
◎ジャンル
書・絵画・陶芸・俳句・
手芸・写真など
◎受付期間
９月１日㊌から９月 日
㊎まで
◎受付場所
社会福祉協議会
市内各老人福祉センター
（岩野木、彦沢、戸ヶ崎）
◎申し込み・問い合わせ
福祉推進係

「ふれあい作品展」
の作品募集

みさと社協だより127号

令和3年６月15日号

10 10

60

17

多くのかたに作品を披露できる
絶好の機会です

◀

心配ごと相談所開設中

令和２年度

社協会費・赤い羽根募金
（令和３年２月１日～３月31日）

■社会福祉協議会会員加入

【 7月から9月までの相談日】
7月 2日・5日・9日・12日・16日・19日・26日・30日
8月 2日・6日・13日・16日・20日・23日・27日・30日
9月 3日・6日・10日・13日・17日・24日・27日

・町会・自治会・管理組合
三郷早稲田第一住宅管理組合 12,552円
・法人募金
埼玉県信用金庫三郷支店
715円
アサヒ飲料株式会社
14,256円
日本ハムマーケティング
株式会社大宮営業所
6,864円
・街頭募金
三郷市社会福祉協議会窓口
1,108円
・その他
匿名（３件）
832円

（順不同・敬称略）

☎ 048（953）4191

寄付者名

℻ 048（953）4192

寄付金額・物品

株式会社三基

20,000円

株式会社ベルク
三郷戸ヶ崎店 お客様一同

28,088円

三郷吉川遊技業組合
組合長 泰山祐輔

50,000円

カール事務器株式会社

■赤い羽根募金

3

（令和3年２月1日～5月31日受付分）

石井久三
薮陽一
匿名
（8件）
ＪＦＥ条鋼株式会社
東部製造所
株式会社ダイナム

米川輝美・中村直子
名倉和枝
匿名
（2件）

10,000円
100,000円
3,550円
不織布マスク188枚、
消毒用ジェル6本
628,600円
マッサージチェア2台、
プログラムバイク2台
食料品他一式
（3/3）
食料品他一式
（5/14）
雑巾
（タオルサイズ11枚、
大き目サイズ6枚）
米5㎏
米180㎏、
シャワーチェア、
シャワーステップセット
（順不同・敬称略）

皆さまから寄せられた寄付金や物品は、地域福祉の充実
に役立たせていただきます。社協への寄付に関する相談
がございましたら、お気軽にご連絡ください。
申し込み・問い合わせ 総務経理係

○法人会員
１口 10,000円／8件
株式会社アイタ
有限会社エム・ティ保険
有限会社ケアサービス三郷
株式会社たかひろ
ほっと・ハウス
武蔵野物流株式会社
早稲田天然温泉 めぐみの湯
ワセダリフォーム
○特別賛助会員
１口 5,000円／1件

開設日時：毎週月曜日・金曜日(週２回）
午後1時から3時30分まで
（祝日は除く・予約不要）
場
所：健康福祉会館５階 相談室
内
容：生活上の困りごと、家庭内の悩みごとなど
受
付：来所または電話（匿名相談も可能）
来所相談の場合は、マスク着用のうえ、検温
と手指消毒のご協力をお願いします。
※検温の結果、37.5℃以上の発熱があった場合は、相談
をお受けすることができませんので、ご了承願います。

みさと社協だより127号

彩の国

令和3年６月15日号

ボランティア
プログラム2021
参加者募集

ボランティア体験プログラムの概要説明と受入れ先担当
者からの説明後、
参加を希望するメニューの申し込みを受け
付けます。
（開始30分前から受付開始）
日

時

7月3日㊏ 午前10時～正午

ボランティア活動に関心のあるかたを対象にしたプ

②-2 申し込み説明会（事前申し込み不要）

ログラムです。

所定の申込書に必要事項を記入のうえ、
以下の方法でお申し
込みください
（先着順）
。
⑴ボランティアセンターに来所申し込み
（午前8時30分～
午後5時15分、
土・日除く）
⑵郵送(7月6日㊋必着)
⑶ファックス
（事前説明会に申込書原本をお持ちください）
※番号誤り等による送信エラーが発生しています。
ファック
ス送信後、
必ず電話連絡を入れてください。
⑷メール(事前説明会に申込書原本をお持ちください)
メールアドレス mvc@misato-syakyo.or.jp
※20歳未満のかたは、
申込書に保護者の署名捺印が必要です。
※申込書に不備がない場合は、
こちらから連絡はしません。

にお越しください。
○メニューによっては施設
独自に事前オリエンテー
ションを実施するプログ
ラムがありますので、必
ずご参加ください。
〇新型コロナウイルス感染
状況によっては、受け入
れを中止する場合があり
ます。

②-1 申し込み（受付期間：6月21日㊊～7月6日㊋）

福祉施設や団体の協力のもと、さまざまなメニュー

⑴市内公共施設で入手
⑵三郷市ボランティアセンター
ホームページからダウンロード
（https://www.misatosyakyo.or.jp/vc/index.html）

を用意しました。皆さまの参加をお待ちしています。

① 申込書を入手

参加費
無料（ただし、交通費な
ど は 自 己 負 担 と な り ま す。
昼食代や材料費の負担が必
要なメニューもあります）
その他
○申し込み内容に不備や問
題がない場合は、こちら
から連絡はいたしません。
直接、事前説明会の会場

参加までの流れ

申し込み・問い合わせ

三郷市ボランティアセンター

〒341-0041 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

場

所

文化会館 中会議室（早稲田5-4-1）

※申し込み説明会に参加したかたは、
事前説明会に参加する必要はありません。

③ 事前説明会（定員あり。事前申し込み必要）

ボランティア体験プログラムの概要について説明します。
（開始30分前から受付開始）
日
時
7月15日㊍ 午後6時～7時

場
所
健康福祉会館 5階会議室（花和田638-1）

場
定
員所
20人

7月16日㊎ 午後7時～8時

瑞沼市民センター 多目的室（上彦名870）

25人

7月17日㊏ 午前10時～11時

文化会館 中会議室（早稲田5-4-1）

30人

7月18日㊐ 午後2時～3時

鷹野文化センター 大会議室（鷹野4-70）

50人

7月19日㊊ 午後4時～5時

健康福祉会館 5階会議室（花和田638-1）

20人

※上記日程で説明会に参加できないかたは、
ボランティアセンターにご相談ください。
※新型コロナウイルス感染状況次第で、
説明会の内容や日程が変更になる場合があります。
※保護者のかたの代理出席はできません。
必ず、
ボランティア体験プログラムに参加する本人が出席してください。

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会
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特集 彩の国 ボランティア

プログラム2021

瑞沼市民センター

令和3年６月15日号 みさと社協だより127号

9
●

2 三郷点字サークル「ウィズ」
●
3 三郷市聴覚障害者協会、
●

手話サークルさくら草

14 ●
15 北児童館
●

8
●

11 小規模多機能
●

えがお

16 早稲田
●

児童センター

6
●

全メニュー
汚れてもいい、
動きやすい服装で
マスクを着けて
参加してね！

文化会館
4 三郷フレンズ
●

ピアラシティ
交流センター

勤労者体育館
青少年ホーム

HAND in HAND

1 三郷市ボランティア
●

センター

12 放課後等デイサービス
●

「さとっこ」

記号の意味

市 市民活動
○
障 障がい者
○

高高
○
子子
○

見本
活動先
分野

メニューNo
活動名

19 コビープリスクールみさと
●

齢 者
ど も

10 戸ヶ崎老人
●

デイサービスセンター

募集人数、
対象
持ち物や
自己負担
活動場所
交通手段
参加メモ

5

7 ひまわりの家
●
21 コビープリスクール
●

みさと たかの

20 コビープリスクール
●

17 ●
18 南児童センター
●

みさと ながとろ

市 三郷点字サークル「ウィズ」

5 スペース游
●

2 点字体験
●

上

活動内容

視覚に障がいのあるかたのお話
を聴いたり、点字の仕組みを教
わって実際に点字を打ったりし
ます。
メッセージ

活動日時

東和東地区文化センター

とがさき

高州地区文化センター
22
●

ちょっと不思議な点字に触れて
みよう！打った点字を、視覚に
障がいのあるかたが指で読んで
くれますよ。
……………………………………
18/24㊋ 午後1時～3時30分
210人 小学生以上(親子参加可）
3筆記用具、資料代（100円）
4上彦名870(瑞沼市民センター)
新 15分、
5
又は 新 ⇔新
三郷南循環 一街区 5分
6活動日当日にオリエンテーシ
ョンを行います。

☎ 048（953）4191

飾橋

コミュニティセンター

℻ 048（953）4192

鷹野文化センター
13 放課後等
●

デイサービス
「縁むすび」

みさと社協だより127号 令和3年６月15日号

特集 彩の国 ボランティア

プログラム2021

市 三郷フレンズHAND in HAND 市 三郷市聴覚障害者協会・ 市 三郷点字サークル「ウィズ」 市 三郷市ボランティアセンター
4 スポーツレクリエーション
●

ボランティア

活動内容

障がいのあるかたとバドミント
ンやフライングディスク、卓球
などのスポーツをします。
メッセージ

一緒に楽しく汗をかきましょう。

……………………………………
17/27㊋、
8/3㊋、
10㊋、
17㊋、
24㊋、
31㊋ 午後7時～9時
21日3人 中学生以上
3上履き、飲み物、着替え、タ
オル、45ℓゴミ袋※持っていれ
ばバドミントンラケット
4大広戸1001(瑞穂中学校体育館)
新 20分、
5
又は 新 ⇔新
三郷南循環 瑞穂中学校前 2分
6活動日当日にオリエンテーシ
ョンを行います。

手話サークルさくら草
3 ろう者の言葉！手話体験
●
活動内容

聞こえないかたと楽しく交流し
ながら手話を体験します。
メッセージ

自分の名前やあいさつなど手話
を覚えて話してみよう！

……………………………………
18/4㊌ 午後1時30分～3時30
分
210人 小学4年生～中学3年生
3飲み物
4上彦名870(瑞沼市民センター)
新 15分、
5
又は 新 ⇔新
三郷南循環 一街区 5分
6活動日当日にオリエンテーシ
ョンを行います。

障 ひまわりの家

7 日中作業ボランティア
●
活動内容

障がいのあるかたと一緒に作業
（内職、畑、アルミ缶つぶしな
ど）やレクリエーション活動な
どを行います。
メッセージ

個性豊かな仲間たちと一緒に楽
しく過ごしませんか。

2 点字体験
●

1 切手の仕分け
●

視覚に障がいのあるかたのお話
を聴いたり、点字の仕組みを教
わって実際に点字を打ったりし
ます。

使用済み切手の仕分けを行いま
す。仕分けした切手はひとみ園
に寄付します。

活動内容

メッセージ

ちょっと不思議な点字に触れて
みよう！打った点字を、視覚に
障がいのあるかたが指で読んで
くれますよ。
……………………………………
18/24㊋ 午後1時～3時30分
210人 小学生以上(親子参加可）
3筆記用具、資料代（100円）
4上彦名870(瑞沼市民センター)
新 15分、
5
又は 新 ⇔新
三郷南循環 一街区 5分
6活動日当日にオリエンテーシ
ョンを行います。

障 コンパス
《昨年の受入施設の声》
参加者は積極的に活動して
くれました。
利用者も孫世代と
交流できて、
とても喜んでいま
した。
（コミュニティカフェ）

6 日中活動ボランティア
●
活動内容

障がいのあるかたと一緒にパンの
販売や内職作業などをします。
メッセージ

少人数の施設なので、アットホ
ームな感じです。一緒にパン販
売や内職作業を体験してみませ
んか。

……………………………………
11日から可 7/21㊌～8/31㊋
午前9時～午後4時
※㊏㊐㊗、
8/9㊊～18㊌を除く
21日1人 高校生以上
3上履き、食事代（400円）
4駒形124
新⇔
新 20分、
5
又は
新三郷南循環 さつき平一丁目
2分
6事前オリエンテーションを行
います
（日程は応相談）
。

……………………………………
11日から可 7/21㊌～8/31㊋
午前9時～午後4時
※㊏㊐㊗、
8/9㊊～13㊎を除く
21日2人 高校生以上
3上履き、タオル、昼食（注文
は弁当代350円）
4新和4-562-3
中
団 ⇔ 金 製鉄所前
5
5分
6活動日当日にオリエンテーシ
ョンを行います。

高 小規模多機能えがお 高 戸ヶ崎老人デイサービスセンター 障 パティオ
11 コミュニケーションボランティア
●
活動内容

ご高齢の利用者とお話したり一
緒に作業をしながら小規模多機
能施設を知ってください。
メッセージ

楽しみながら過ごしてください。

……………………………………
11日から可 7/21㊌～8/31㊋
午前8時30分～午後4時
（時間帯
応相談）
21日2人 中学生以上
3上履き、昼食、飲み物、タオル
4早稲田3-26-9
三 15分、
5
又は 三 ⇔早
稲田循環 早稲田7丁目南 2分
6活動日当日にオリエンテーシ
ョンを行います。

10 コミュニケーションボランティア
●

9 コミュニケーションボランティア
●

デイサービスセンターを利用してい
る高齢者と話をしたり、ゲームなど
のレクリエーションを行います。

利用者と一緒にお話をしたり、
ゲームをしたりします。

活動内容

メッセージ

明るく楽しいデイサービスです。
一緒に楽しい時間を過ごしましょ
う！参加お待ちしています！

……………………………………
12日から可
（連続していなくて
も可） 7/21㊌～8/31㊋
①午前10時～正午②午後1時～
3時※㊐を除く
21日2人 18歳以上(高校生不可)
3上履き※スカート不可
4戸ヶ崎3-530-2
中
三 ⇔ 金 戸ヶ崎老
5
人福祉センター前 1分
6活動日当日にオリエンテーシ
ョンを行います。

活動内容

メッセージ

障がいの理解のために共に語り共
に活動をしましょう。自然体で来
てください。

……………………………………
11日から可 7/21㊌～8/31㊋
午前9時30分～午後5時
※㊏㊐㊗、
8/12㊍、
13㊎を除く
21日2人 高校生以上
3昼食、飲み物
4早稲田3-26-3(クリニックふ
れあい早稲田3階)
三
三 ⇔
5
15分、又は
早稲田循環 早稲田７丁目南
２分
6活動日当日にオリエンテーシ
ョンを行います。

活動内容

メッセージ

ボランティアの一歩として身近
な使用済み切手の仕分けを行っ
てみませんか？
お友だちや親子での参加をお待
ちしています。
……………………………………
18/11㊌ 午後1時30分～3時
30分
225人 小学生以上(親子参加可）
3はさみ、のり、定規、飲み物
4花和田638-1(健康福祉会館5
階会議室)
三
三 ⇔ 金 三郷市役所
5
2分
6活動日当日にオリエンテーシ
ョンを行います。

障 スペース游

5 利用者との交流や日中作
●

業のお手伝い

活動内容

利用者と一緒に作業や手芸、体操
などをして一緒に過ごします。
メッセージ

活動(作業など)をしながら障が
いのあるかたたちと交流しまし
ょう。

……………………………………
11日から可 7/21㊌～8/31㊋
①午前8時30分～正午
②午後1時～3時 ※㊏㊐㊗、
8/9
㊊～8/13㊎を除く
21日1人 大学生以上
3エプロン、スリッパ、飲み物
4鷹野4-234-3
中
団 ⇔ 金 水神橋
5
3分
6活動日当日にオリエンテーシ
ョンを行います。

障 みどりの風

8 利用者との交流や日中
●

活動のお手伝い

活動内容
利用者と一緒に仕事（活動）を行います。
仕事（活動）のサポートやお話し相手を
お願いします。
メッセージ
個性豊かな利用者と一緒に過ごしてみません
か。経験がなくても大丈夫です。利用者の魅
力や可能性を感じていただけると思います。
ぜひ、遊びにくるつもりでいらしてください。

……………………………………
11日から可 7/26㊊～8/27㊎
午前9時30分～午後3時30分
（時
間帯応相談）
※㊏㊐㊗を除く
21日2人 高校生以上
3汚れても良い服、上履き
※1日活動する場合、昼食は施
設で提供します。
4半田1212-2
新 7分
5
6事前オリエンテーションを行
います
（日程は応相談）
。

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会
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特集 彩の国 ボランティア

子 北児童館

15 こどもフェスティバルのお手伝い
●
活動内容

こどもフェスティバルのゲームコ
ーナーやお店の手伝いをします。
メッセージ

子どもの好きなかた、ボランテ
ィアを通して、たくさんの子ど
もたちと遊んでみませんか？あ
なたの参加を待っています。

……………………………………
18/21㊏午前9時～午後5時
21日10人(市内在学の中学生
のみ)
3運動靴、飲み物
※昼食は用意します。
（瑞沼市民センター）
4上彦名870
新 15分、
新 ⇔新
5
又は
三郷南循環 一街区 5分
6活動日当日にオリエンテーシ
ョンを行います。

子 南児童センター
18 夕涼み会
●
活動内容

イベントのお手伝い(各コーナー
のチケットの確認、配布など)。
メッセージ

プログラム2021

子 北児童館

14 利用者との交流やお手伝い
●

令和3年６月15日号 みさと社協だより127号

子 放課後等
「縁むすび」
デイサービス

13 発達に遅れがある児童の遊び相手
●

活動内容

活動内容

発達に遅れのある児童が通う放課後等デイサー
ビスです。学童保育のような感じで、室内でドッ
チボールや追いかけっこ、DVD を見たり、ブロ
ックで遊んだりと集団での遊びをします。時に
は公園に行って遊具で遊んだり、遠出をしてア
スレチックや水族館、博物館に行ったりします。

利用者の小学生と一緒にゲームや遊具等
を使って遊ぶ相手をします。
メッセージ

子どもの好きなかた、ボランティアを通し
て、たくさんの子どもたちと遊んでみませ
んか？普段の遊びや工作などのお手伝い
をしていただけるかたも大歓迎です。

メッセージ

……………………………………
11日から可 8/1㊐～8/21㊏
①午前10時～正午
②午後1時30分～5時
※8/2㊊、
8㊐、
9㊊、
16㊊を除く
21日1人 18歳以上※児童福祉、
保育、
教員専攻の学生のかた
3運動靴、飲み物
※1日活動する場合は昼食
4上彦名870（瑞沼市民センター）
新 15分、
新 ⇔新
5
又は
三郷南循環 一街区 5分
6活動日当日にオリエンテーシ
ョンを行います。

子どもと遊ぶのが大好きなかた。楽しい時
間を一緒に過ごしに来てください！

……………………………………
11日から可 7/24㊏～8/31㊋
午前9時～午後4時30分
※㊐㊗、
8/12㊍、
13㊎、
14㊏を除く
21日2人 中学生以上
3運動靴、飲み物、タオル
※参加日によっては水着とお弁当
4高州2-218
三 ⇔ 金 高州3丁目
中
5
東 3分
6活動日当日にオリエンテーシ
ョンを行います。

子 南児童センター
活動内容

メッセージ

ミニ夏まつりのお手伝いをお願
いします。一緒に夏の思い出を
作りましょう。

おばけやしきのお手伝いをお願
いします。一緒に夏の思い出を
作りましょう。

……………………………………
18/24㊋午後3時～6時
21日2人(高校生以上)
3タオル、上履き、水筒
4戸ヶ崎2-654
中
三 ⇔ 金 戸ヶ崎老人
5
福祉センター前 8分、 八潮
駅⇔松戸駅 天王橋通り 14分
6活動日当日にオリエンテーシ
ョンを行います。

……………………………………
11日から可 7/30㊎、
31㊏
午前9時～午後5時
21日2人(高校生以上)
3タオル、上履き、水筒、昼食
4戸ヶ崎2-654
中
三 ⇔ 金 戸ヶ崎老人
5
福祉センター前 8分、 八潮
駅⇔松戸駅 天王橋通り 14分
6活動日当日にオリエンテーシ
ョンを行います。

「さとっこ」

放課後等
デイサービス

12 保育ボランティア
●
活動内容

知的障がいのある子どもたち（小学生～高校
生）を対象とした放課後等デイサービス。子ど
もたちをお預かりして活動しています。子ど
もたちが楽しみながら多くのことを経験でき
るように活動しています。
メッセージ

子どもたちと遊んで、たくさん思い出をつ
くりましょう。

……………………………………
11日から可 7/21㊌～8/31㊋
午前10時30分～午後5時15分
※㊏㊐㊗、 8/13㊎を除く
21日2人 中学生以上
3運動靴、水着（プール活動日
のみ）お弁当又は昼食代（活動
内容によって変わります）
4幸房1057-3
中 10分、
5
又は 団 ⇔ 金
幸房 2分
6活動日当日にオリエンテーシ
ョンを行います。

子 早稲田児童センター

17 おばけの館を探検しよう
●

イベントのお手伝い ( チケットの
確認、
列の整備など )。

子

《昨年の参加者の声》

初めはドキドキ緊張して不
安でしたが、
小さい子たちが話
しかけてくれたので緊張がほ
ぐれ一緒に楽しめました。
（子ども関係／中学生）

16 あそびボランティア
●
活動内容

子どもたちと運動、遊びや室内
遊びなどを通じてふれあってい
ただきます。
メッセージ

乳幼児から児童、そして保護者
とふれあうことができます。子
どもが好きなかた、ボランティ
アに興味があるかたの参加をお
待ちしています。
……………………………………
11日から可 7/21㊌～8/31㊋
①午前9時～正午
②午後2時～5時
※8/1㊐を除く
21日2人(高校生以上)
3上履き、水筒
4早稲田3-18-14
三 13分
5
6事前オリエンテーションを行
います
（日程は応相談）
。

子 つどいの広場「ひだまり広場」 子 コビープリスクールみさと たかの 子 コビープリスクールみさと ながとろ 子 コビープリスクールみさと とがさき
22 利用者との交流やお手伝い
●

21 保育のお手伝い
●

20 保育のお手伝い
●

19 保育のお手伝い
●

0 ～ 3 歳くらいの親子と一緒に遊
んだり、絵本を読んだりしてもら
います。

保育のお手伝いをしてもらいます。

保育園に登園する子どもたちと
遊んだり行事を楽しみます。

子どもたちと関わり、遊んだり
片付けなどの手伝い

活動内容

メッセージ

小さなお友だちの笑顔はとって
もかわいいです。一緒に遊びま
せんか。

……………………………………
1１日から可 7/27㊋～8/25㊌
の㊋㊌㊎午前10時～正午
21日2人 中学生以上
3エプロン、水筒
4高州3-60-1(高州地区文化セン
ター)
中
三 ⇔ 金 高州地区文
5
化センター入口 2分
6活動日当日にオリエンテーシ
ョンを行います。

7

活動内容

メッセージ

保育園で子どもたちとたくさん
関わり遊んでもらえるかたを希
望します。参加をお待ちしてい
ます。

……………………………………
11日から可 8/2㊊～8/20㊎
午前9時～午後4時
※㊏㊐㊗を除く
21日2人 高校生以上
3運動靴、タオル、コップ、給食
代（275円）
4鷹野3-387
中
新 ⇔ 金 南中学校前
5
5分
6事前オリエンテーションを行
います
（日程は応相談）
。

☎ 048（953）4191

℻ 048（953）4192

活動内容

メッセージ

活動内容

メッセージ

みなさんが来園するのをお待ち
しています。

元気で明るく笑顔で頑張りまし
ょう。

……………………………………
1１日から可 7/26㊊～8/20㊎
午前8時30分～午後5時
※㊏㊐㊗、
8/4㊌を除く
21日2人 高校生以上
3運動靴、給食代（275円）
4鷹野1-415
中
団 ⇔ 金 大正橋 3
5
分
6活動日当日にオリエンテーシ
ョンを行います。

……………………………………
1１日から可 7/21㊌～8/31㊋
午前9時30分～午後4時30分
※㊏㊐㊗を除く
21日3人 小学4年生以上
3運動靴、上履き、筆記用具、
箸、コップ、給食代（275円）
4戸ヶ崎3-227
中
三 ⇔ 金 戸ヶ崎小学
5
校前 2分
6事前オリエンテーションを行
います
（日程は応相談）
。

みさと社協だより127号

社協とは

令和3年６月15日号

社協会員とは

社協は「だれもが安心して暮ら
せることのできる福祉のまちづく
り」を目指し、市民の皆さまや法
人・団体など多くのかたがたと協
力して、地域福祉活動の推進を目
的に活動しています。

三郷市の地域福祉を推進するための「サポ
ーター」として、多くの市民のかたがたに財
政面から社協の活動をサポートしていただい
ています。皆さまからお預かりした社協会費
は社協が展開する様々な福祉事業に使われ、
地域福祉推進の力となっています。
ボラ太郎 ⒸMVC

会員の種類と会費
●普通会員
………………300円/1口
●特別会員
……………1,000円/1口
●特別賛助会員
……………5,000円/1口
●法人会員
………… 10,000円/1口

ふくし伝言板
要約筆記をご存じですか

要約筆記は、聞こえにくい人な
どに、話の内容を即時に文字で伝
える方法です。
要約筆記をする人を「要約筆記
者」といいます。要約筆記者には
守秘義務がありますので、大切な

会費の集め方
毎年、市内の町会・自
治会・管理組合の皆さま
に社協会員加入の協力を
お願いしています。

法人会員の協力のお願い
社協が実施している地域福祉推進活
動に賛同していただける企業や法人の
皆さまに、社協会員加入のご協力をお
願いしています。ご連絡いただければ、
社協の取り組んでいる事業内容をご説
明させていただきます。お気軽にお問
い合わせください。
問い合わせ 法人運営係

個人情報等を漏らしません。
要約筆記には、①病院や学校の
面談など、個人の用件ならＡ４判
程度の紙に書く、②会議や講演会
など、大勢が集まる場面ならプロ
ジェクターを使って大きな画面に
映すという、２つの方法がありま
す。
要約筆記を活用すれば、きちん
と話の内容を知ることができます。
要約筆記は「聞こえにくい人が自
分らしくいきいきと過ごすこと」
をサポートします。
問い合わせ
三郷市役所障がい福祉課
電話 048(930)7778
FAX 048(953)7785
メール comi-shien@city.misato.lg.jp

NPO法人いきいきネット
からお知らせ
三郷市役所より委託されている
「成年後見相談」の年間日程が決
まりましたので、お知らせいたし
ます。
6月27日、7月25日、8月29日、
9月26日、10月31日、11月28日、
12月26日、1月30日、2月27日、
3月27日
時間 午後１時から３時まで
場所 みさと団地内 ほっとサロン
備考 1日3人まで。
事前に電話予約が必要です。
問い合わせ
携帯 090-8568-6953 (水野)

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会
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令和3年６月15日号

みさと社協だより127号

令和3年度

三郷市社会福祉協議会の取り組みのご紹介
令和3年度、三郷市社協は地域福祉の推進を目的とした活動を地域の皆さまと共に実施してまいります。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
●地域のつながりをサポート
ボランティアセンター
ボランティア相談、ボランティ
ア講座、体験学習、情報紙発行
災害ボランティアセンターの取り
組み
災害発生時に担うべく役割につ
いての研究、訓練を実施
生活支援体制整備事業
高齢者の生活支援に係わる住民
主体の活動を支援し、地域づく
りの推進、地域における生活支
援体制整備に向けた取り組みの
推進
ふくしカレッジ・ふくし講座・
出前講座
「地域福祉活動」や「老いじた
く」など、学びの場の設置によ
る地域への情報発信
地域福祉活動推進費配分事業
町会などの地域福祉活動の推進
を支援
地域歳末たすけあい運動配分事業
町会などの歳末福祉事業への助
成による活動支援、及びひとり
ぐらし高齢者への配分品の配付
福祉教育の推進
小中学校へ福祉教育の展開、及
び支援
●イベント実施
合同金婚式
ご結婚50周年を迎えられたご
夫妻をお祝い
ふれあい広場
障がい者福祉の啓発や市民交流
を目的に、福祉団体の活動紹介
などのイベントの実施
ふれあい作品展
高齢や障がいのあるかたの作品
展示
●情報発信と社協活動のPR
「社協だより」の発行（年4回）
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☎ 048（953）4191

ホームページの運営
SNSによる情報発信
福祉関連の情報を広く情報発信
●個別支援と相談業務
権利擁護センターの運営
判断能力が不十分なかたに対す
る相談支援
《令和３年度中核機関受託（10月
から）により取り組む事業》
①市民後見人養成研修（基礎編・
実践編）
②市民後見人フォローアップ研修
③中核機関の運営にかかる検討会議
福祉サービス利用援助事業
（あんしんサポートねっと）
判断能力が不十分な高齢者や知
的障がい・精神障がいのあるか
たなどが安心して生活が送れる
よう生活支援員を派遣し、援助
を実施
声のたより事業
視覚に障がいのあるかたへ、広
報紙などをCDに録音してお届け
ひとりぐらし高齢者友愛通信事業
・ふれあい電話
ひとりぐらし高齢者へ、葉書に
よる季節のご挨拶や定期的な電
話訪問
令和3年度

三郷市社会福祉協議会 収入支出当初予算

前年度繰越
雑収入等 25,131千円
428千円
介護保険収入
44,676千円
貸付事業収入
5,820千円
事業収入
3,689千円

要援護高齢者実態調査事業
要援護高齢者の状況調査、及び
必要に応じて相談窓口の紹介
生活福祉資金・福祉資金貸付相談
低所得世帯などに対する生活資
金の貸付
心配ごと相談所の運営
生活上の悩みごとの相談を来
所・電話で相談員が対応
彩の国あんしんセーフティネット
事業
生活困窮などの福祉課題に対応
するため、社会福祉法人による
社会貢献事業
●地域包括支援センターの運営
三郷市地域包括支援センター
みずぬま
高齢者の総合的な相談窓口
●地域の憩いの場（施設運営）
岩野木老人福祉センター、彦沢老
人福祉センター、戸ヶ崎老人福祉
センター、老人憩いの家やすらぎ
荘、戸ヶ崎老人デイサービスセン
ター、岩野木集会場
※シルバー元気塾ゆうゆうコース
の実施

会費・寄付金
11,962千円

補助金収入
126,331千円

固定資産取得費支出
4,810千円
負担金支出等
2,310千円

助成金支出
10,831千円
貸付事業支出
4,800千円

収入合計
427,295千円

受託金収入
192,782千円

その他の活動支出
13,237千円
予備費
3,700千円
収支差額
700千円

支出合計
427,295千円
共同募金
配分金収入
16,476千円

事業費・
事務費支出
140,808千円

人件費支出
246,099千円

※令和２年度事業報告・収入支出決算は、
次号
（9月）
に掲載します。

℻ 048（953）4192

戸ヶ崎3丁目530番地2

℡.048-956-8000

ひとりぐらし高齢者・
高齢者のみ世帯の
実態調査

75
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社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

老人憩いの家 やすらぎ荘

戸ヶ崎老人福祉センター・
デイサービスセンター

社協では、住み慣れた場
所で安心して暮らすことの
できる地域づくりの一環と
して、民生委員･児童委員
協議会にご協力いただき、
ひとりぐらし高齢者や高齢
者のみ世帯を対象に、心身
の状況や緊急連絡先などの
実態把握に努めています。
調査データは、民生委員・
児童委員と共有し、社協が
行う事業や安否確認に活用
しています。登録をご希望
されるかたは、社協までご
連絡ください。

対象
⑴ 歳以上のひとりぐらし
高齢者
⑵世帯人員が2人以上で、
全ての構成員が 歳以上
の高齢者のみ世帯
その他
登録されているかたで、
転居や生活状況の変化があ
りましたら、お知らせくだ
さい。
問い合わせ 福祉推進係

75

老人憩いの家やすらぎ荘は、地域の高齢
者の憩いの場として、またグループ活動の
場として、集会室や調理室などを備え、サー
クル活動を支援し、レクリエーションの場
を提供する施設です。市内にお住まいの
歳以上のかたと高齢者福祉に関係を有する
団体が、無料で利用できます。

℡.048-953-5588

岩野木・彦沢・戸ヶ崎
老人福祉センター

℡.048-953-3500
岩野木123番地2

戸ヶ崎老人
デイサービスセンター

彦沢1丁目201番地

市内に3か所ある老人福祉センターは、
高齢者の憩いの場として、浴場や集会室、
教養娯楽室や健康相談室などを備え、健康
推進や生きがいづくりを応援するとともに、
交流や支えあいの場所を提供する施設です。
市内にお住まいの 歳以上のかたが無料で
利用できます。

岩野木老人福祉センター・
岩野木集会場

60

戸ヶ崎老人デイサービスセンターは、介
護の必要な高齢者のかたが住み慣れた地域
で暮らし続けられるよう、送迎、入浴、レ
クリエーション、食事などのサービスを提
供する施設です。
施設の利用にはケアマネージャーなど関
係機関を通じた利用契約が必要になります。
また、要介護度に応じた費用負担がありま
す。

彦沢老人福祉センター

60

岩野木集会場

℡.048-959-6511

三郷市

彦成4丁目24番地1

地域の皆さんの学習の機会や、共通の趣
味をもつサークル活動などの場を提供する
施設です。市内にお住いのかたや市内に在
勤のかたが有料で利用でき、会議やグルー
プ活動に活用されています。

老人憩いの家やすらぎ荘

令和3年６月15日号
みさと社協だより127号

第四期指定管理者に
指定されました

～4月から社協は第四期指定管理者として、引き続き市内6施設を運営します～

令和3年６月15日号

みさと社協だより127号

受

明日もあさっても、
ずっと楽しく健康に過ごせる場所

付

三郷市老人
福祉センター

入館の際には、自動体温測定器での検温と、
アルコールによる手指消毒を行ってください。
利用登録証を職員にご提示いただき、入館手
続きは完了です。入館中は、マスクの着用を
お願いします。

三郷市老人福祉センターでは、利用者の皆さま
に安心してご利用いただけるよう、感染防止対策
に努めた施設運営をしています。

将

卓

棋

球

彦
将棋の対局では、将棋盤同士の間隔を空け、
飛沫防止用パーテーションを設置して、対局
をお楽しみいただいています。

◀

戸ヶ崎老人
デイサービスセンター

℻ 048（953）4192

介助員
（介護職員）
を
募集します

戸ヶ崎老人デイサービ
スセンターでは、食事や
入浴などの介護を行う臨
時職員を募集しています。
「明 る く・楽 し く・安
全に」がモットーの元気
な職場で働きませんか。
詳しくは社協のホーム
ページをご覧いただくか、
施設までお問い合わせく
ださい。

☎ 048（953）4191

岩野木

一緒に働きませんか？

三郷市立戸ヶ崎
老人デイサービスセンター
担当：浅野間・大口
電話：048
（956）
8000
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電位治療器やマッサージチェア、プログラ
ムバイクなどの設備をご利用いただけます。
ソーシャルディスタンスを確保して、各種
設備をご利用ください。

機能回復訓練室 戸ヶ崎

大広間
館内は感染対策のため、食事ができる場所
を限定しています。大広間には飛沫防止用の
パーテーションを設置しています。食事中は
会話を控えていただくようお願いしています。

沢

岩野木

卓球台を設置しています。密を避けるため、
プレイする2名の他に見学者4名まで入室でき
ます。順番待ちのかたは、廊下でお待ちいた
だいています。

戸ヶ崎

コロナ禍での各施設の利用案内

ふくし
カ レッジ

老いじたく講座

高齢化が進むなか、老いじたくを意識されてい
るかたも多くいらっしゃると思います。この機会
に、専門家からお話を聞いてみませんか。
この講座は老いじたくをこれからはじめようと
考えているかた向けの内容（入門編・基礎編）で
す。今回は高齢期のマネープランについての基礎
知識と任意後見、死後事務委任契約についてです。
場 所 健康福祉会館5階 会議室、またはオンラ
インでの参加
参加費 無料
対 象 講座に興味のある市内在住・在勤・在学
のかた
申し込み方法
●会場参加のかた
電話またはメール
kenriyougo@misato-syakyo.or.jp
●オンライン参加のかた
メール kenriyougo@misato-syakyo.or.jp
申し込み・問い合わせ
7月13日㊋までに生活支援係

〈日 程 表〉

講座
番号

①

日 時

定 員

7月24日㊏

「マネー＆
ライフプランの基礎知識」

7月24日㊏

「マネー＆
ライフプランの基礎知識」

午前9時30分
～11時
（受付 午前9時～）

午前11時30分
～午後1時
（受付 午前11時15
分～）

②

③

内 容

7月25日㊐

午前9時30分
～11時
（受付 午前9時～）

7月25日㊐

④

午前11時30分
～午後1時
（受付 午前11時15
分～）

講師／行政書士・ファイナンシャ
ルプランナー 金井玲氏
60代からのライフプラン、年金、
資産運用など

講師／行政書士・ファイナンシャ
ルプランナー 金井玲氏
医療費、
介護、
成年後見制度、
相続、
遺言など

各回
会場
12人
オンライン
10人
※定員を超えた
場合は抽選と
なります。

「任意後見について」

講師／弁護士 岡本毅氏

「死後事務委任について」
講師／弁護士 岡本毅氏

※全ての講座を受講できなくても、一部の講座のみの申し込みも可能です。

※会場参加をご希望のかたで、受講の上で配慮が必要なかたはお知らせください。
※メールでお申し込みの場合は、件名に「老いじたく」、メール本文に名前・住所・電話番号・参加を希望する講座の番号・参加方法を記載してく
ださい。メールでお申し込み後、７月１５日㊍までに社協より返信がない場合には、お手数ですが電話などでお問い合わせください。
※オンラインでの参加の場合は、WebexMeetingsを使用します。事前に資料を送付の上、講座直前になりましたらURLをメールでお知らせします。
オンライン参加についてご不明な点があれば、お問い合わせください。

!
プレゼント企画

りますか?
わか

1

春夏編

今年の春から初夏にかけて三郷市内の風景を撮影した、
季節を感じられるスナップ写真をご用意しました。三郷に
住んでいても、市内でこんなきれいな景色に巡り合えるこ
とをご存じでしたか？

2

プレゼントの応募方法
三郷市内のどこを撮影した写真か、分かりますか？
ハガキに、①～③の問題の答え・住所・氏名・年齢・
社協だよりのご感想を記入して下記宛先までお送りく
ださい。正解者の中から抽選で、社協グッズをプレゼ
ントします♪
応募期限は6月30日㊌消印有効です。

宛先：〒341-0041
三郷市花和田 638-1 三郷市健康福祉会館 5 階
三郷市社会福祉協議会プレゼント係

3

