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「社協だより」
は、
社協会費と共同募金配分金で作られています

プログラム

2022

この夏、ボランティアの『はじめ
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。

▲ろう者の言葉！手話体験「三郷市聴覚障害者協会・手話サークルさくら草」

受付期間

6月20日（月）〜 7月4日（月）
活動期間

▲切手の仕分け「三郷市ボランティアセンター」

7月23日（土）〜 8月31日（水）
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令和 4 年度

社協会員
加入のお願い
Q 「社協会員」ってなに？

A

社協のサポーターとして、
社協の活動を財政面から支
えていただく皆さまです。

令和４年６月15日発行

社協のできる福祉のまちづくり」を

は「誰もが安心して暮らすこと

目指し、市民の皆さまや法人・団体など
と協力して、地域福祉の推進を目的に活
動している団体です。会員加入のご協力
をよろしくお願いいたします。

Q

会費はどういう種類があるの？

A

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

Q

◦法人会員……………10,000円／１口

どうしたら会員になれるの？

A

お住まいの町会・自治会・
管理組合を通じて社協会員
に加入いただいてます。
また、社協窓口で加入する
ことも可能です。

（法人会員は企業や法人の皆さまが対象です）

皆さまの会費でできることの例
◦普通会員（300円）
広報紙などを録音して、視覚に障がい
のあるかたへお届けするためのCDを
10枚買うことができます。
（声のたよ
り事業）
◦特別会員（1,000円）
災害ボランティアが安全に活動できる
皮手袋を買うことができます。
（災害
ボランティア運営事業）
など

ご不明な点などありま
したら、お気軽にお問
い合わせください。
ご協力よろしくお願い
します。
▲視覚に障がいのあるかたのための広報事業で使用する録
音機材も社協会費で購入しました。

ボラ太郎ⓒMVC

問い合わせ

法人運営係

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会
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令和４年度

三郷市社会福祉協議会の主な取り組み
令和４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の運営
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」などの学びの場の提供
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
りぐらし高齢者へ配分品を配
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
合同金婚式事業
結婚50周年を迎えたご夫妻を
お祝い
ふれあい広場事業
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
ふれあい作品展事業
高 齢者や障がいのあるかたの
作品を展示
●情報発信と社協活動のPR
「社協だより」の発行（年４回）
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発信
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●個別支援と相談業務
車いす貸出事業
け がや病気などにより、一時
的に車いすが必要になったか
たに貸し出し
権利擁護センターの運営
判 断能力が不十分なかたやそ
のご家族、関係機関に対する
成年後見制度などの相談支援
≪令和４年度 中核機関受託に
より取り組む主な事業≫
①市 民後見人養成研修（基礎
編・実践編）
②市 民後見人養成研修フォロ
ーアップ事業
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
送れるように生活支援員を派
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、ふれあい電話事業

 とりぐらし高齢者へ、葉書
ひ
によるご挨拶や定期的な電話
訪問
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
応するための、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

令和４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
31,370千円

会費・寄付金
12,175千円

雑収入等
379千円
介護保険収入
40,867千円
貸付事業収入
5,820千円

補助金収入
126,331千円

その他の活動支出
15,499千円
固定資産取得費支出
2,625千円

予備費
4,200千円

収支差額
416千円

負担金支出等
1,356千円

収入合計
440,057千円

支出合計
440,057千円

貸付事業支出
4,800千円

事業収入
2,782千円
受託金収入
205,695千円

助成金支出
11,308千円

共同募金配分金収入
14,638千円

事業費・
事務費支出
141,366千円

人件費支出
258,487千円

※令和３年度事業報告・収入支出決算は、次号（９月）に掲載します。

FAX 048（953）4192
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ボランティア 参加者募集
プログラム2022

申し込み方法・参加までの流れ
①申込書を入手

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.misato-syakyo.or.jp/volunteer/program.html）

②申し込み方法 （受付期間：6月20日㊊～ 7月4日㊊）
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）。
・18歳未満のかたは、申込書に保護者の署名捺印が必要です。
⑴ボランティアセンターに来所
（午前８時30分～午後５時15分、土・日除く）
⑵郵送（７月４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 号誤りなど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)
※記入した申込書の写真を添付し、以下のアドレス
へ送信してください。
メールアドレス mvc@misato-syakyo.or.jp
⑸申し込み説明会（７月２日㊏）に出席し、申し込み
※⑴〜⑷の方法で申し込みをされたかたは事前説明会
の参加が必要となります。

「ボランティア活動に関心はあるけれど、なか
なか参加する機会がない」というすべてのかたを
対象にしたプログラムです。
福祉施設や団体の協力のもと、様々なメニュー
を用意しました。詳しくは５〜８ページをご覧く
ださい。皆さまの参加をお待ちしています。
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。）
申し込みにあたっての留意点
◦施設独自で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。必ずご参加ください。
◦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ので、直接、事前説明会の会
場にお越しください。
◦新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、受け
入れを中止する場合があります。ご了承ください。
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

③説明会への参加
③-1 申し込み説明会（開始30分前から受付を開始します。）
ボランティア体験プログラムの概要説明と受け入れ先担当者からの説明後、参加を希望するメニューへの申し込みができます。
・申し込み説明会への参加申し込みは不要です。直接、会場にお越しください。
・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、説明会の内容や日程が変更になる場合があります。
日にち

７月２日㊏

時間

午前10時～正午

場所

文化会館大会議室（早稲田5-4-1）

③-2 事前説明会（開始30分前から受付を開始します。）
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。
・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。
・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、定員を設けています。ご希望の日程に参加できない場合もあります。ご了承ください。
・保護者のかたの代理出席はできません。必ずプログラム参加者本人が出席してください。
・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、説明会の内容や日程が変更になる場合があります。
・以下の日程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。
日にち

７月14日㊍
７月15日㊎
７月17日㊐
７月18日㊊
７月20日㊌

時間

午後６時30分～７時30分
午後７時～８時
午後２時～３時
午前10時～ 11時
午後６時30分～７時30分

場所

健康福祉会館５階会議室（花和田638-1）
瑞沼市民センター多目的室（上彦名870）
鷹野文化センター大会議室（鷹野4-70）
文化会館中会議室（早稲田5-4-1）
健康福祉会館５階会議室（花和田638-1）

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
瑞沼市民センター
❸三郷点字サークル「ウィズ」
❹ロービジョン「愛夢の会」
❺三郷市聴覚障害者協会・
手話サークルさくら草
⓳⓴北児童館

プログラム2022

令和４年６月15日発行 みさと社協だより131号

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！

❼グループホーム
サンハウス

⓮

❽コミュニティサロン
なごみ

⓰就労継続

⓫

ふれあいパーク

支援 B 型
パティオ

早稲田
児童センター
文化会館
❷三郷市ボランティア
センター

ピアラシティ
交流センター

⓭光座

❾ひこなり

ボラ太郎ⓒMVC

親子食堂
マハロかふぇ

HAND in HAND

❶三郷市ボランティア

勤労者体育館
青少年ホーム

❿サステナイズム

センター

⓱放課後等デイサービス
「さとっこ」

MIRATZ 三郷中央第一保育園

⓯川の郷福祉会
「おれんじ」

MIRATZ 三郷中央第二保育園

コビープリスクールみさと
とがさき

東和東地区文化センター

⓬障害者の生活・作業施設
ひまわりの家

コビープリスクール
みさと たかの

南児童センター

コビープリスクール
みさと ながとろ

1活動日時
上葛飾橋
コミュニティセンター

鷹野文化センター

4活動場所

⓲放課後等

5交通手段

デイサービス
「縁むすび」

ロービジョン「愛夢（あいむ）の会」

❹視覚障がいのあるかたのお話と交流
活動内容

白杖・便利グッズの体験とゲームなど
をします。
メッセージ

視覚に障がいのあるかたの話を直接
聞けます。へぇ～と思うことがたく
さんあります。
…………………………………………
18/6㊏ 午前10時～ 11時30分
210人 小学生以上
3飲み物（水筒）
4上彦名870（瑞沼市民センター )
5 新 15分、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。
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2募集人数、
対象
3持ち物や
自己負担

高州地区文化センター

市

記号の意味

❻三郷フレンズ

6参加メモ

市

三郷点字サークル「ウィズ」

❸点字体験
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

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。
…………………………………………
18/22㊊ 午後1時～ 3時30分
215人 小学生以上（親子参加可）
3筆記用具、資料代（100円）
、飲
み物(水筒)
4上彦名870（瑞沼市民センター）
5 新 15分、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。

FAX 048（953）4192

市

市 市民活動

高高 齢 者

障 障がい者

子子 ど も

三郷市ボランティアセンター

❶切手の仕分け
活動内容

使用済み切手の仕分けを行います。
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。
…………………………………………
18/3㊌ 午後1時30分～3時30分
230人 小学生以上（親子参加可）
3はさみ、のり、定規、飲み物(水筒)
4花和田638-1（健康福祉会館5階
会議室）
5 三 三 ⇔ 金 三郷市役所 2分
6活動日当日にオリエンテーション
を行います。

市

三郷市ボランティアセンター

❷切手の仕分け
活動内容

使用済み切手の仕分けを行います。
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。
…………………………………………
18/12㊎ 午後2時～ 4時
230人 小学生以上（親子参加可）
3はさみ、のり、定規、飲み物(水筒)
4早稲田5-4-1（文化会館中会議室）
5 三 15分
6活動日当日にオリエンテーション
を行います。

みさと社協だより131号 令和４年６月15日発行

市

グループホームサンハウス

❼利用者との交流
活動内容

精神障がい者との交流や生活支援の
体験をします。
メッセージ

精神障がいの福祉に興味のあるかた
の参加をお待ちしています。

…………………………………………
11日から可 8/2㊋、8/9㊋、8/16
㊋、8/23㊋ 午後1時～ 4時
21日2人 大学生以上
3飲み物（水筒）
4早稲田4-23-5
5 三 15分 しらさぎ公園の前
6活動日当日にオリエンテーション
を行います。

市

サステナイズム

第6回三郷ジャンクション
クリーン作戦
活動内容

ゴミ拾いをします。
メッセージ

三郷ジャンクションをみんなできれ
いにしませんか？
…………………………………………
18/15㊊ 午前8時～ 9時
2100人 小学生以上
3汚れても良い服
4インター南1-2-1
5駐車場26台 中 30分、又は
中 ⇔流通01 流通団地中央 5分
6活動日当日にオリエンテーション
を行います。

障

光座

利用者との交流、日中活動の手伝い
活動内容

利用者との外出や、制作、レクリエ
ーションなどを楽しみます。
メッセージ

素直な気持ちで参加してみてくださ
い。自分の地域でこんな施設がある
んだなと知っていただきたいです。
…………………………………………
11日から可 7/25㊊～ 8/31㊌ 午前10時
～午後4時 ※土日祝、8/11㊍～ 14㊐を除く
21日2人 小学生以上 ※小学3年生以下
は中学生以上の保護者同伴でお願いします。
3上履き、飲み物（水筒）
、昼食（月・
木）※火・水・金は給食あり
4早稲田1-21-8
5 三 8分
6活動日当日にオリエンテーション
を行います。

市

特集 彩の国 ボランティア

三郷フレンズHAND in HAND

❻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。
…………………………………………
11日から可 7/26㊋、8/2㊋、9㊋、
16㊋、23㊋、30㊋ 午後7時～ 9時
21日3人 中学生以上
3上履き、飲み物（水筒）
、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）
5 新 20分、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。

市

ひこなり親子食堂マハロかふぇ

❾子ども食堂のお手伝い
活動内容

親子食堂で配付するお弁当を作ります。
メッセージ

毎日多忙なお父さん、お母さんたちに月
に一度お手軽にランチBOXを作って配付
しています。ぜひ体験してみませんか？
…………………………………………
11日から可 7/24㊐、
8/21㊐
午前9時～午後1時
21日3人 中学生～高校生まで
3エプロン、手拭き用タオル、飲み物（水筒）
4彦野1-161 (彦成地区文化センタ
ー 2階調理室)
三 ⇔ピアラシティ ピア
5 三
ラシティ
10分、又は 中 中 ⇔
ピアラシティ 彦野排水機場 10分
6活動日当日にオリエンテーション
を行います。

障

障害者の生活・作業施設 ひまわりの家

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い
時間を過ごしてみませんか。
…………………………………………
11日から可 7/26㊋～ 8/31㊌
午前9時～午後4時
※土日祝、8/8㊊～ 12㊎を除く
21日2人 高校生以上
3上履き、タオル、昼食、着替え、
飲み物（水筒）
4新和4-562-3
5 中 新 ⇔ 金 製鉄所前 5分
6活動日当日にオリエンテーション
を行います。

市

プログラム2022

三郷市聴覚障害者協会・手話サークルさくら草

❺ろう者の言葉！手話体験
活動内容

聞こえない人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を手話で話し
てみましょう。

…………………………………………
18/3㊌ 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（水筒）
4上彦名870（瑞沼市民センター）
5 新 15分、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。

市

コミュニティサロンなごみ

❽子ども食堂のお手伝い
活動内容

お弁当の盛り付けや室内の消毒などのお手伝い
をしてもらいます。また、子ども食堂に来た保
護者と子どもにお弁当を提供し交流を図ります。
メッセージ

利用者も提供者も同じ地域の仲間。
支え合いをモットーに住みよいまち
づくりの一環として活動しています。
…………………………………………
11日から可 7/24㊐、
7/31㊐、
8/7
㊐、
8/14㊐、
8/21㊐、
8/28㊐ 午前10
時～午後2時
21日2人 中学生以上
3エプロン、飲み物（水筒）、昼食代（100円）
4早稲田4-19-9
5 三 15分 しらさぎ公園の前
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

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。一緒にパンの配達や内
職作業などを体験してみませんか。
…………………………………………
11日から可 7/25㊊～ 8/31㊌
午前9時～午後4時
※土日祝、
8/11㊍～ 17㊌を除く
21日2人 高校生以上
3上履き、昼食代（400円）、飲み物（水筒）
4駒形124
5 新 20分、又は 新 ⇔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）。

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会
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障

就労継続支援B型パティオ

コミュニケーションボランティア
活動内容

利用者のかたと一緒に軽作業やお話
をしたり、ゲームをしたりします。
メッセージ

自然体でどうぞ。

…………………………………………
11日から可 7/25㊊〜 8/31㊌
午前9時～午後5時30分 ※土日祝、
8/11㊍～ 15㊊を除く
21日2人 中学生以上
3昼食、飲み物（水筒）
4彦成3-7-13-101
5 新 15分
6活動日当日にオリエンテーション
を行います。

子

北児童館

利用者との交流やお手伝い
活動内容

利用者の小学生と一緒にゲームや遊
具など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。
…………………………………………
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 ※8/8㊊ 、11㊍、14㊐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（水筒） ※1日活
動する場合は昼食
4上彦名870（瑞沼市民センター）
5 新 15分、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。

子

令和４年６月15日発行 みさと社協だより131号

川の郷福祉会「おれんじ」

作業ボランティア
活動内容

利用者のかたと一緒に作業や運動をします。
メッセージ

夏休み期間を利用して、障がい者施
設での活動をぜひ体験してください。
…………………………………………
11日から可 7/25㊊～ 8/31㊌
午前9時～午後4時
※土日祝、
8/11㊍～ 16㊋を除く
21日2人 中学生以上
3飲み物（水筒）、上履き、お弁当（施
設での購入は410円）
4彦江1-110
5 中 30分、又は 中 ⇔流通01
流通団地東 10分 ※自家用車・
自転車可
6事前オリエンテーションを行います
（日程は応相談）。

子

放課後等デイサービス「縁むすび」

児童の遊び相手
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。
メッセージ

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  ※日祝、8/13㊏、15㊊を除く
21日2人 中学生以上
3運動靴、お弁当、飲み物（水筒）
、
タオル ※参加日によっては水着
4高州2-218
5 中 三 ⇔ 金 高州3丁目東 3分
6活動日当日にオリエンテーション
を行います。

早稲田児童センター

利用者との交流やお手伝い

活動内容

イベントのお手伝い（チケットの確
認、列の整理など）をします。
メッセージ

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。
…………………………………………
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、飲み物（水筒）、昼食
4戸ヶ崎2-654
5 中
三 ⇔ 金 戸ヶ崎老人福祉
センター前 7分、 八潮駅⇔松戸
駅 天王橋通り 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

障

子

南児童センター

おばけやしき
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活動内容

おもちゃの貸し出し、消毒、環境整
備、子どもとの遊びの補助などをし
ます。
メッセージ

夏休みの空いている日に子どもたち
と思い出を作りませんか？職員はあ
なたの参加を待っています。
…………………………………………
11日から可 7/23㊏〜 8/31㊌午前
10時～午後4時 ※7/31㊐を除く
21日2人 中学生以上
3上履き、エプロン、昼食、タオル、
飲み物（水筒）
4早稲田3-18-14
5 三 徒歩13分
6活動日当日にオリエンテーション
を行います。

FAX 048（953）4192

障

みどりの風

利用者とのコミュニケーション、内職作業の補助
活動内容

利用者と一緒に内職作業を行います。内職作業（また
は活動）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 7/25㊊～ 8/31㊌ 午
前9時30分～午後3時30分
（時間帯応相
談） ※土日祝、
8/15㊊、
16㊋を除く
21日1人 高校生以上
3上履き、飲み物(水筒) ※昼食は
施設で提供します。
4半田1212-2
5 新 7分
6事前オリエンテーションを行います（日程は応相談）。

子

放課後等デイサービス「さとっこ」

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）と一緒に体育館で遊ん
だりおやつ作りをしたりします。
メッセージ

知的障がいのある子どもたちと一緒に遊
びましょう。夏の思い出を作りましょう。
…………………………………………
11日から可 7/25㊊～ 8/31㊌ 午
前9時30分 ～ 午 後5時30分 ※ 土 日
祝、
8/12㊎を除く
21日3人 中学生以上
3お弁当、又は昼食代、飲み物（水筒）
4幸房1057-3
5 中 10分、又は 新 ⇔ 金 幸
房 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）。

子

北児童館

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

ボランティアを通して、たくさんの子ど
もたちと遊んでお祭りを盛り上げてみま
せんか？あなたの参加を待っています。
…………………………………………
18/27㊏ ①午前8時50分～正午
②午後1時～ 4時30分
2午前・午後各10人 市内在学の中
学生のみ
3運動靴、飲み物（水筒）
4上彦名870（瑞沼市民センター）
5 新 15分、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。
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MIRATZ三郷中央第一保育園

保育ボランティア

子

プログラム2022

南児童センター

夕涼み会

活動内容

活動内容

子どもたちと遊んだり片付けのお手
伝いをします。

保育園の子どもたちの食事の手伝いや
天気のいい日は散歩や水遊びをします。

イベントのお手伝い（各コーナーの
ゲーム担当・補助など）をします。

小さな子どもたちと触れ合ってみま
せんか？みんなで楽しい時間を過ご
しましょう。
…………………………………………
11日から可 7/25㊊～ 8/31㊌
午前9時～ 11時 ※土日祝、
8/12㊎
～ 8/15㊊を除く
21日2人 中学生のみ
3タオル、飲み物（水筒）
、フード
や飾りのない服装
4中央1-5-15-1F
5 中 3分（ヤオコー三郷中央店付近）
6活動日当日にオリエンテーション
を行います。

小さな子どもたちと触れ合い、将来
の夢の実現に向けボランティアを通
し心動く経験をしてみませんか。
…………………………………………
11日から可 7/25㊊～ 8/31㊌
①午前8時～正午 ②午後3時～ 6時
※土日祝、8/12㊎～ 8/15㊊を除く
21日2人 高校生以上
3タオル、飲み物（水筒）
、フード
や飾りのない服装
4中央1-5-15-1F
5 中 3分（ヤオコー三郷中央店付近）
6活動日当日にオリエンテーション
を行います。

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。

メッセージ

子

コビープリスクールみさと とがさき

保育士体験
活動内容

メッセージ

子

MIRATZ三郷中央第二保育園

保育ボランティア
おもちゃで遊んだり天気のいい日は
水遊びをします。

参加することで保育士の仕事の楽し
さを知ってほしいです。子どもたちも
皆さんの参加を心待ちにしています。
…………………………………………
11日から可 7/25㊊～ 8/31㊌ 午前8時
30分～午後5時 ※土日祝、8/11㊍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）、飲み物（水筒）
4戸ヶ崎3-227
5 中
三 ⇔ 金 戸ヶ崎小学校前
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）
。

子どもが好きなかた、素敵な体験を
してみませんか？職員一同お待ちし
ています。あなたの参加を楽しみに
待ってます。
…………………………………………
11日から可 7/25㊊～ 8/29㊊ 午
前9時45分～正午 ※土日祝を除く
21日2人 中学生のみ
3タオル、飲み物（水筒）
、フード
や飾りのない服装
4中央1-5-15-2F
5 中 3分（ヤオコー三郷中央店付近）
6活動日当日にオリエンテーション
を行います。

子

つどいの広場「ひだまり広場」

利用者との交流やお手伝い
活動内容

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。
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？ほんわかした
気持ちになります。
…………………………………………
11日から可 7/26㊋〜 8/31㊌の㊋・
㊌・㊎ 午前10時～正午
21日2人 中学生以上
3エプロン、飲み物（水筒）
4高州3-60-1（高州地区文化センター）
5 中
三 ⇔ 金 高州地区文化セ
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。

メッセージ

子

…………………………………………
18/20㊏ 午後3時～ 6時
21日2人 高校生以上
3タオル、上履き、飲み物（水筒）
4戸ヶ崎2-654
5 中
三 ⇔ 金 戸ヶ崎老人福祉
センター前 8分、 八潮駅⇔松戸
駅 天王橋通り 5分
6活動日当日にオリエンテーション
を行います。

子

MIRATZ三郷中央第二保育園

保育ボランティア

活動内容

子どもたちと遊んだり片付けなど保
育士の体験をします。
メッセージ

メッセージ

コビープリスクールみさと たかの

保育のお手伝い

活動内容

保育園の子どもたちと遊びましょ
う！お散歩に行ったり食事のお手伝
いをします。
メッセージ

保育士を目指すかたもぜひいらして
ください。あなたの参加を楽しみに
待ってます。
…………………………………………
11日から可 7/25㊊～ 8/29㊊ 午
前9時～正午 ※土日祝を除く
21日2人 高校生以上
3タオル、飲み物（水筒）
、フード
や飾りのない服装
4中央1-5-15-2F
5 中 3分（ヤオコー三郷中央店付近）
6活動日当日にオリエンテーション
を行います。

子

コビープリスクールみさと ながとろ

保育のお手伝い

活動内容

保育のお手伝いをしてもらいます。
メッセージ

明るく元気に笑顔で子どもたちと関
わり、楽しんで参加できるかたをお
待ちしてます。
…………………………………………
11日から可 8/1㊊～ 8/19㊎ 午前
9時～午後4時 ※土日祝を除く
21日3人 高校生以上
3運動靴、タオル、コップ、飲み物（水
筒）
、給食代（275円）
4鷹野3-387
5 中 新 ⇔ 金 南中学校前 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）。

活動内容

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。
メッセージ

子どもたちと元気に楽しく過ごして
ください。
…………………………………………
11日から可 8/8㊊～ 8/10㊌、
8/12
㊎13㊏、
8/15㊊～ 20日㊏ 午前8時
30分～午後5時
21日2人 高校生以上
3運動靴、給食代（275円）、飲み物（水筒）
4鷹野1-415
5 中 新 ⇔ 金 大正橋 3分
6活動日当日にオリエンテーション
を行います。

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会
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ありがとうございます

寄付のご紹介

市内で事業展開をされている多くの事業所・法人様から、年間を通じてご寄付、ご寄贈という形で協力を
いただいており、我々の事業推進に欠かせないご支援をいただいています。ここにご紹介する品々は、大切
に、かつ有効に使わせていただきます。心より感謝申し上げます。

亀有信用金庫様
訪問用軽車両の寄贈

JFE条鋼株式会社様
福祉関連機器の寄贈

この度、シグマバンクグループの亀有信用金庫様よ
り、訪問用に使用する車両（ホンダ N-VAN）を寄贈
いただきました。
健康福祉会館で寄贈セレモニーを行い、亀有信用金
庫 矢澤理事長から三郷市社会福祉協議会 山﨑会長に
ゴールデンキーの受け渡しがありました。

毎年、社協事業の推進に必要な設備機器の寄贈をい
ただいているJFE条鋼株式会社様より、今年も多くの
福祉関連機器を寄贈いただきました。
JFE条鋼様は、今年三郷市での事業展開10周年を迎
えられたそうです。社協への寄贈は１年目から毎年続
けてくださり、今回が10回目の寄贈になります。毎年、
その時のニーズに合わせた品を寄贈いただき、利用さ
れるかたからも大変好評です。
寄贈物品

・車いす
・車いすゲルクッション
・CO2モニター
・ロビーチェア

3台
2枚
4台（4施設分）
3台

ありがとうございます

寄付のご紹介

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
（令和４年２月１日～令和４年５月31日受付分）

寄付者名
株式会社三基
髙倉 悠二
株式会社ベルク三郷戸ヶ崎店
お客様一同
カール事務器株式会社
郷六会
三郷第３中学校同窓会
代表 浅井 正暉、鈴木 勝利
埼玉県年金協会 越谷支部 三郷分会
菊地 和春
藪

陽一

朝日生命労働組合越谷支部
JFE条鋼株式会社

東部製造所

シグマバンクグループ亀有信用金庫
匿名（6件）

寄付金額・物品
20,000円
10,680円
19,700円
10,000円
17,713円
35,000円

12,272円
寄付金あり
2,000円
マスク263枚
20,000円
未使用タオル１箱
ロビーチェア3台、
CO²モニター4台、
車いす3台、車いす
ゲルクッション2枚
軽自動車1台
134,337円
玄米120kg

（順不同・敬称略）
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令和3年度 赤い羽根・歳末募金

▪赤い羽根募金

（令和４年２月１日～３月31日）

町会・自治会・管理組合 東町みなみ町会
3,600円
三郷市立前谷小学校
6,899円
学校募金
三郷市立新和小学校
49,351円
三郷市立彦成中学校
8,534円
個人大口募金
埼玉りそな銀行ポイントクラブ寄付
710円
埼玉懸信用金庫三郷支店
607円
法人募金
アサヒ飲料株式会社
13,662円
社会福祉法人あかね会
特別養護老人ホームガジュマルの郷 5,000円
三郷市社会福祉協議会
8,664円  
街頭募金
auPAY決済
10円

▪歳末たすけあい募金
町会・自治会・管理組合 東町みなみ町会

3,200円

（順不同・敬称略）

災害義援金の報告
令和３年大雨災害義援金
匿名（１件） 10,000円
(令和４年１月～５月受付分)

みさと社協だより131号

社協からの
お知らせ

令和４年６月15日発行

社協事務局／三郷市健康福祉会館 5 階
（三郷市役所の西隣です）

ひとりぐらし高齢者・
高齢者のみ世帯の実態調査

社会福祉協議会では、日頃これらの事業を行っています。

心配ごと相談所

使用済み切手などの回収

生活上の困りごとや家庭内の悩
みごとについて、相談員がお話を伺
います。
日時 毎週月・金曜日（祝日除く）
午後１時～３時30分
場所 健康福祉会館５階 相談室
問い合わせ 生活支援係

使用済み切手や書き損じはがき
を回収して、養護盲老人ホームに
寄贈しています。
場所 社協事務局・
市内老人福祉センター

車いすの貸し出し

使わなくなった入れ歯はリサイ
クルできます。
社協事務局や市内老人福祉セン
ターにも回収ボックスを設置して
います。
詳しくは、こちらのページをご
覧ください。
http://ireba-recycle.com

ケガや病気などで車いすが必要
なかたへ、一時的にお貸し出しし
ています（無料）
。
貸出期間 最大60日間
場所 社協事務局
申し込み・問い合わせ 福祉推進係

不要入れ歯の回収

老人福祉
センターからの
お知らせ
戸ヶ崎

大規模改修を
行います

戸ヶ崎老人福祉センターでは
大規模改修を予定しています。
改修中は利用が出来ない期間が
あります。詳しい日程が決まり
次第、三郷市ホームページ、ま
たは施設にてお知らせします。
期間

令和４年７月頃から令和
５年２月頃まで

彦沢

社協では、住み慣れた街で安心
して暮らせるよう、民生委員・児
童委員協議会の協力の下、ひとり
ぐらし高齢者や高齢者のみ世帯を
対象に、心身の状態や緊急連絡先
などの実態把握を進めています。
調査データは民生委員・児童委
員と共有し、安否確認や社協事業
に活用しています。
登録をご希望のかたは、ご連絡
ください。
対象
①75歳以上のひとりぐらしのかた
②２ 人以上でお住まいで、全員が
75歳以上の世帯
その他
登録を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

問い合わせ
岩野木老人福祉センター

☎︎048
（953）
3500

彦沢老人福祉センター

☎︎048
（953）
5588

戸ヶ崎老人福祉センター

☎︎048
（956）
8000

〒341-0031 岩野木123-2
〒341-0057 彦沢1-201

〒341-0044 戸ヶ崎3-530-2

毎月お誕生日祝いをプレゼント

彦沢老人福祉センターでは、誕生月を迎えた利用者を対象に、
誕生日プレゼントを差し上げています。
今年度は「ミニタオルと石鹼のセット」又は「口に入れても
安全な素材のタオル」のお好きな方をお選びいただけます。誕
生月には是非、彦沢老人福祉センターへお越しください。
対象のかたは、毎月第１木曜日から翌
週の水曜日までに、利用者登録証を受付
でご提示ください。
受付時間 午 前９時30分から午後４時
（日曜日・年末年始を除く）

社会福祉法人三郷市社会福祉協議会
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タ
ン
ー
セ
祉
って
福
人
老
こういうところ！

今回は

岩野木

老人福祉センターとは 60歳以上で市内在住のかたであれば、どなたでも利用できる施設です。

受付

来館時は、利用者登録証を受付で提示
してください。来館時に検温、手指消毒、
マスクの着用をお願いしています。

囲碁サークル

囲碁対局は真剣勝負。現在は週に３
回、活動しています。

健康相談

ヘルストロン

週に２日、看護師が血圧測定や健康
に関する相談をお聞きします。

ヘルストロン、スカイウェルといった
電位治療器や、マッサージチェア、健康
器具は人気があり、いつでも賑わってい
ます。

卓球

シルバー元気塾ゆうゆうコース

卓球台が設置してあり、皆さんでプ
レーを楽しんでいます。

高齢者の生きがいづくり、健康維持
を目的として開催している筋力トレー
ニング教室です。申し込み制で年９回
の連続コースです。

脳トレーニング

お風呂

毎月20日に発行している脳トレーニ
ングは、簡単な問題から超難問？までご
用意しています！
頭の体操にいかがですか？

月・水・金は男性の入浴日、火・木・
土は女性の入浴日です。
時間は10時30分から15時30分まで
です。入浴に必要な石鹸類、タオルな
どは持参してください。
  コロナ禍のため、浴室
内の人数を制限してい
ます。

岩野木老人福祉センターでは、コロナ禍が落ち着いたら、こんな事業も再開します。
カラオケ大会

採点機を使ってのカラオケ大会。日ご
ろの成果を発揮して、大盛り上がりです。
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自主サークル合同発表会

バンパー大会

サークルでの練習の成果を発表しま
す。詩吟やカラオケ、ダンスなど多彩
な演目が続き、会場が盛り上がります。

リーグ戦形式の真剣勝負！
男女問わず、白熱した戦いが繰り広
げられます。

FAX 048（953）4192

発行
社会福祉法人 三郷市社会福祉協議会 〒

−341
埼玉県三郷市花和田６３８

0041

１ 三郷市健康福祉会館５階

−

０４８（９５３）４１９２
０４８（９５３）４１９１

☎
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電

話

ファックス

ふくしカレッジ
老いじたく講座参加者募集
高齢化が進むなかで、
「老いじたく」を検討して
いるかたも多くいらっしゃるかと思います。これか
ら始めようと考えているかたも、すでに始めている
かたも、ぜひ専門家のお話を聞いてみてください。
今回は任意後見と死後事務委任、民事信託につい
てのお話です。
日時 ８月９日㊋ 午後１時～３時40分
受付 午後０時30分
開会あいさつ 午後０時55分〜

「ふれあい作品展」の
作品募集

048-953-4191
048-953-4192

場所
文化会館   大会議室
対象  講座に興味のある市内在住、在勤、在学のかた
募集
5
 0人 ※定員を超えた場合は抽選となります。
参加費 200円
持ち物 筆記用具、メモなど
内容 「任意後見と死後事務委任、民事信託について」
講師
こすもす司法書士法人 山㟢 芳乃氏（司法書士）
申し込み７月19日㊋までに電話またはメール
（kenriyougo@misato-syakyo.or.jp）へ
※メールの場合は①氏名②住所③電話番号④何を見
て申し込んだかを記載してください。
※受講に際し、特別な配慮が必要なかたはお申し出
ください。
問い合わせ 生活支援係

ご結婚50周年のお祝い

合同金婚式の対象者募集

E-mail info@misato-syakyo.or.jp

高齢者や障がいのあるかたの作品を募集します。
作品は、10月７日㊎と８日㊏の２日間、文化会館
展示室で展示します。
この作品展は、高齢者や障がいのあるかたの創
作意欲の向上と社会参加を目的としています。創
意工夫を凝らした作品を地域の皆さんにお披露目
できる絶好の機会です。
出品できるかた 60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㊍～９月16日㊎
受付場所 社会福祉協議会
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

結婚50周年をお祝いする合同金婚式を開催しま
す。当日は、集合写真の撮影、式典などをお楽し
みいただく予定です。
なお、式典に参加できない場合、後日ご自宅へ
記念品をお送りします。
※対 象となられるご夫妻ご本人、またはご家族か
らのお申し込みが必要です。
対象 昭 和47年１月１日から12月31日までに結
婚されたご夫妻（過去に本事業の申し込み
をされていない、昭和46年以前に結婚され
たご夫妻も可）
日時 ９月28日㊌ 午後１時～４時
場所 鷹野文化センター
申し込み
７月12日㊋まで
問い合わせ 福祉推進係

▲昨年度は、165点の作品が展示されました。

▲人生の節目のお祝いを多くのかたと一緒に。

webで最新情報をチェック
https://www.misato-syakyo.or.jp/

社協だよりに掲載した画像に写っているかたへ、写真
を差し上げます。ご希望のかたはご連絡ください。

12

