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☆☆☆ご自由にお持ちください☆☆☆

ボランティアセンターレポート
VC Report
広報写真セミナーを実施しました！
○三郷市ボランティアセンター○
2 月 28 日に行なわれた
「広報写真セミナー」
のレポートをお伝えします。
当日は、様々な分野から 12 人の方が参加しました。午前中は、デジタルカメ
ラ・写真の基礎知識の講義と証明写真の撮り方の実習をおこないました。
はじめは、緊張していた受講生たちも実習となると思い思いに撮影を開始
し、会場内には笑い声も聞こえるようになりました。
昼食休憩を挟み、午後からはまず、室内レクリエーション
（風船バレー）
の撮
り方の実習を行いました。風船バレーは、高齢者施設でよく行われているレク
リエーションの一つです。受講生が交代で被写体になって実習したのですが、
バレーの方も白熱！本気の熱いプレーを見ることができました。

▲ 撮られるほうも真剣です。
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その後、公園に会場を移し屋外での実習へ。動きのある写真、集合写真、逆
光の時の写真の撮り方などを実習しました。集合写真では、カメラマンの声か
け一つで通常の集合写真（全員並んで撮る）
ではなく、動きのある楽しそうな写
真になりました。
当日は天気が危ぶまれましたが、実習が終わるまでなんとかも
ちこたえ、一同ほっとしました。
最後にいよいよ今日一日の集大成。写真の講評です。失敗写真とベスト
ショットをそれぞれ選び、先生にコメントをもらいました。
的確なアドバイスに受講生も大きくうなずいていました。

【受講後のみなさんの声】

▲ 公園での撮影実習。
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貴 重な
ご意見ありがとうござ
いました。
今後の事業にも反映させて
いきたいと思います。

・楽しく、
かつすぐに実践できそうです。
・初心者にもわかりやすい丁寧な説明でした。
・色々な写真を体験でき、
とても勉強になりました。
など

[ボランティアみさと]は、
こちらで入手できます。
三郷市ボランティアセンター、市内公共施設のほか･･････
｜三郷駅周辺｜
｜幸房・谷中・谷口周辺｜
｜新和・栄周辺｜
｜南蓮沼・さつき平周辺｜
｜天神周辺｜
｜田中新田周辺｜
｜鷹野周辺｜
｜戸ヶ崎周辺｜
｜高州周辺｜

みさと書房（三郷市三郷 1-1-10）、みさと書房北口店（三郷市早稲田 2-2-6）
亀有信用金庫三郷駅前支店（三郷市三郷 2-20-1）
特別養護老人ホーム小鳩園（三郷市幸房 680）、三郷郵便局（三郷市谷中 14-9）
亀有信用金庫早稲田支店（三郷市谷口 631-3）
（三郷市新和 4-601）
特定非営利活動法人ひまわりの家（三郷市新和 4-562-3）、工房風のうた
ひつじぐも舎（三郷市新和 4-205）、埼玉みさと総合リハビリテーション病院（三郷市新和 5-207）
介護老人保健施設三郷ケアセンター（三郷市南蓮沼 260-2）
イトーヨーカドー三郷店（三郷市天神 2-22）
コミュニティスペース・パーソナルサポート青いそら
（三郷市田中新田 375-18）
ブックスたかの（三郷市鷹野 3-14）
在宅介護支援センターみさと南（三郷市戸ヶ崎 1-568-1）
亀有信用金庫三郷支店（三郷市戸ヶ崎 2-285）、三郷前谷支店（三郷市戸ヶ崎 3-116-2）
亀有信用金庫高州支店（三郷市高州 1-291-1）
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いつも、
元気にやってきます！
（おれんじのメンバー）

【 発 行 】 三 郷 市 ボラン ティアセンタ ー（ 三郷 市 社 会 福 祉 協 議 会 内）
〒341 - 0041

埼玉県三郷市花和 田 638 - 1

三郷市健康福 祉 会 館 5 階

【Tel】 048-953-4191 【Fax】 048-953-4192
【E-mail】 mvc@misato-syakyo.or.jp 【Web】 http://www.misato-syakyo.or.jp/vc/
【開所時間】 午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分（月〜金曜日）

Volunteer Misato No.60

Volunteer Misato No.60
助成金情報

ボランティア募集
「障害のある人にも豊かな地

元気な声が響きわたります
○社会福祉法人川の郷福祉会 レモンカンパニー おれんじグループ○
レモンカンパニー おれんじグループは、JR 三郷駅近くの閑静な住宅街にあ
ります。
この施設は、知的障害のある人たちが日中通う施設です。施設と言っても
一軒家なので、とてもアットホームな雰囲気を漂わせています。利用者は、
10 代後半、20 代のかたたちで、若いパワーがみなぎっています。

域生活を」目指し、①利用者
中心のわかりやすい取り組
み、②一人ひとりの願いや思
いを実現する取り組み、③自
己決定力を伸ばす取り組み
を実践します。

レモンカンパニー おれんじグループの活動には、内職や畑仕事、また野菜の販売、ミニコミ誌のポスティング、
地域清掃などがあります。取材に行った日は、畑の草取りと植物がよく育つように耕運機を使って土を柔らかくす
る作業をしていました。そんな中、利用者のみなさんのお話を伺ってきました。
★働いてどうですか？
・ 野菜の販売が好き（いろいろな人と話せるから）

★お給料で何を買っていますか？

・ 資源回収が好き

・ ゲームソフト・ CD・ 貯金！
・ 映画を見に行ったり、クレープを食べたりします。
・ 電車に乗ってららぽーとに行き、買い物します。

■活動場所
レモンカンパニー おれんじグループ
（三郷市早稲田 1-11-10）
■募集人数
1日2人
■その他
タオルを持ってきてください。動きやすい服装で来てください。
■申し込み・問い合わせ
社会福祉法人川の郷福祉会
レモンカンパニー おれんじグループ 担当：石井（イシイ）
［TEL/FAX］ 048-957-0178
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○埼玉県社会福祉協議会○
この基金は、大宮氷川ライオンズクラブからの寄託金 100 万円を受けた読売新聞東京本社さいたま支局と埼玉
県社協により、1980 年に創設されました。
埼玉県民の皆様からの寄付金の運用益を活用し、障害者を支援する埼玉県内ボランティアグループへ助成して
います。今までに、延べ 444 グループへの助成を行いました。
■趣旨
障害者の社会参加を進めるボランティア活動などの振興を図るため、地域で活動するボランティアグループなどに対して行う
助成です。
■助成対象グループ
埼玉県に活動の拠点を有し、地域福祉活動の実績のあるボランティアグループなど。
また、会則や会員名簿、事業計画などが
整っていることが条件です。
対象外とします。
＊平成 18 年度・19 年度に埼玉県社会福祉協議会画実施する助成金の交付を受けているグループについては、
■助成限度額
1 グループにつき事業費総額の２分の１以内で、
かつ限度額 10 万円
（予定）
を助成します。
※食料費、宿泊費、その他団体において自ら負担すべきものと認められる経費などは本助成金の対象となりません。
（実施要
領をご覧ください）

■応募締切
平成 19 年 4 月 27 日㊎

市町村社会福祉協議会に必着

■申し込み・問い合わせ
埼玉県社会福祉協議会

レモンカンパニー おれんじグループでは、
こんなボランティアを募集しています♪
初めての人でも安心して参加してください。

■活動内容
軽作業（ビニールの袋詰めなどの内職）、
スポーツ、
プール、
レクリエーション、散歩などを利用者と一緒に行います。

平成 19 年度「ふれあいの詩基金」ボランティアグループ等助成事業

■応募方法
実施要領をよくお読みいただいた上で所定の様式に必要事項を記入のうえ、最寄りの市町村社会福祉協議会を通して申請
してください。実施要領及び申請書類は市町村社会福祉協議会に配布しております。
埼玉県社会福祉協議会のホームページからもダウンロードできます。

ボランティアセンターがある健康福祉会館にも野菜の販売に
来て、「こんにちは！おれんじです。野菜いかがですか ?」と
元気な声が響きわたります。みなさん、とびきりの笑顔で接客
してくれます。こうして、地域に出ていろんな人と接すること
で、おれんじの目指す「障害のある人にも豊かな地域生活を」
につながっていくのでしょう。

■活動日時
月〜金曜日 午前 9 時から午後 4 時まで
活動日時は、相談のうえ決めましょう。
１日から参加可能です。

Subsidy

おれんじの目指すもの

Volunteer Recruit

〒330-8529

埼玉県ボランティア・市民活動センター

埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷 4-2-65

彩の国すこやかプラザ

［TEL］ 048-822-1435 ［FAX］ 048-822-1449 ［E-mail］vc@fukushi-saitama.or.jp

［URL］ http://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama03/volunteer/

＊詳細は埼玉県社会福祉協議会のホームページで確認してください。

ボラセン・プチニュース

▲ みんなで草取りもします。

第 11 回青少年善行賞表彰状授与式が行われました。
職員の石井さんからひとこと
レモンカンパニー おれんじグループは、今年
の 4 月で、開所して 2 年になります。これか
らも地域の中で、いろいろなかたとふれあい
ながら、一日一日を大切にメンバーの新しい
可能性を模索しながら生活していきたいと思い
ます。ぜひ、一度おれんじにいらしてください。
また、野菜の販売もしています。

○三郷鳰鳥ライオンズクラブ○
三郷鳰鳥ライオンズクラブ主催の青少年善行賞表彰状授与式が 2 月 24
日㊏に鷹野文化センターで開催されました。青少年善行賞とは、子どもた
ちの良い行いをできるだけ多く認め、励まし、その行いを広げていきたいと
いう趣旨のもと、地域の中でお年寄りを助けたり、ゴミ拾いやボランティア活
動をしたり、学校の内外でさまざまな良い行いをした子どもたちを表彰するも
のです。
今回は、個人 33 人、7 団体が表彰されました。三郷市社会福祉協議会
からも三郷駅で共同募金の街頭募金ボランティアに参加していただいた三
郷高校ボランティア部を推薦し、表彰されました。式典当日は、団体の部代表として三郷高校ボランティア部の安井さ
んがお礼を述べました。
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