三郷市内外の

２ ０１ ０

情報をお届けします！

NO．101

助成金の情報

「ドゥコープ市民活動支援金」
埼玉県内のボランティア、福祉活動、環境活動、まちづくり等で活動するさまざまな市民活動を応援し、
地域の輪を広げます。地域の発展に寄与する活動なら活動分野を問いません。

■助成対象

http://www.misato-syakyo.or.jp/vc/

２ ０１ ０

埼玉県内に活動拠点があり、活動している団体および活動を始めようとする団体。

ランティア

NO．１ ０ 1

ポート

団体の規模や法人格の有無は問いません。ただし、政党・政治団体としての活動、宗教
の布教および営利を主たる目的は除きます。
■助成金額

(１)活動および事業立ち上げのための費用の一部または全部
(２)活動・事業のために必要な運営費用の一部または全部
※費用に人件費を含むこともできます。上限は１件 50 万円までです。

■募集期間

8 月 2 日(月)〜10 月 29 日(金) 当日消印有効

くわしくは・・・
生活共同組合ドゥコープ 組織運営部「市民活動支援金」係
〒336-0022 埼玉県さいたま市南区白幡 5-17-1
[TEL]048-844-6080（午前 9 時〜午後 5 時 30 分 月〜金曜日）
[E-mail]docoop@pal.or.jp

編
後

集
記

[URL]http://www.pal.or.jp/do-coop/

今年の夏は、一段と暑さが厳しかったように思います。体調を崩した人も多かったようです
ね。９月になっても、暑い日はまだまだ続く予感・・・水分や休息をよく取って、無理せず、
楽しく活動しましょうね！

▲お友達と一緒に参加。模擬店でスイカなどを販

▲たくさんのボランティアが協力をして、模擬店

売しました。（「しいの木の郷」納涼祭）

を盛り上げます。（「小鳩園」納涼祭）

「彩の国ボランティア体験プログラム」は、夏休みの期間を使って、これまでボランティアをしたこと
がない人はもちろん、たくさんの人たちにボランティア活動を「体験」してもらおうと企画されたもの
です。納涼祭もボランティア体験の魅力の１つ。利用者・地域のお客さんで賑わう中、声を出し合って
模擬店のお手伝いに励んだり、利用者に付き添って祭を楽しみます。参加者からは、
「最初はドキドキし

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、市内公共施設以外でも配布しています！

たけど、他のボランティアの皆さんと仲良くなれてとても楽しく過ごせました！（中学生）」「日常では
経験できないことを経験でき、誰かのためになるということで自分も幸せな気持ちになりました（主婦）」
などの感想がありました。

三郷駅周辺

幸房・谷中・田口周辺
新和・栄周辺
新三郷駅周辺
天神周辺
鷹野周辺
戸ヶ崎周辺
高州周辺

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)、川の郷福祉会(三郷市早稲田 1-11-13）
カーブスワオシティ三郷(三郷市三郷 1-3-1 ワオシティ三郷２階)
NPO 法人ワーカーズ・コレクティブ青いそら(三郷市早稲田 5-4-1 三郷市文化会館内１階)
地域活動支援センターパティオ（三郷市早稲田 3-26-3 ふれあい早稲田 3 階）
特別養護老人ホーム小鳩園(三郷市幸房 680)、ドコモショップ三郷店(三郷市幸房 131-1)
亀有信用金庫早稲田支店(三郷市谷口 631-1)、三郷郵便局(三郷市谷中 14-9)
特定非営利活動法人ひまわりの家(三郷市新和 4-56-3)、工房風のうた(三郷市新和 4-601)
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)、みどりの風(三郷市半田 1212-2)
イトーヨーカドー三郷店(三郷市天神 2-22)
ブックスたかの(三郷市鷹野 3-14)
地域包括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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【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（祝日除く）
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講座の情報

イベント情報

障がいがあっても笑顔の日々を

「三郷特別支援学校を支えるボランティア講座」
三郷特別支援学校は、４市(三郷市・草加市・八潮市・吉川市)に住む、知的にハンディキャップのある小学１年
生から高校３年生の児童・生徒が通う学校です。今回、児童・生徒の様々な活動を支援してくださるボランティ
アの方への講座を計画しました。多くの方の参加をお待ちしています。

「働くって楽しいよ」 〜第 4 回パティオ講演会〜
「地域活動支援センター・パティオ」は、自立支援法に基づき、障がい手帳を持っている、または、自立支援医
療を受けている方々へ、憩いの場の提供、生活相談、創作活動などのサービスを行なっています。このようなサ
ービスを通じて、障がいを持つ方々が毎日いきいきと過ごせるよう支援し、同時に、地域の方々に障がいを持つ
方々への理解を深めてもらえるように活動しています。今回は、
「働くこと」をテーマに講演会を実施します。多

■募集期間

9 月 1 日(水)〜 9 月 21 日(火)

くの方の参加をお待ちしています。

■実施期間

10 月 1 日(金)〜 1 月 14 日(金) 午前 10 時〜正午※内容によって、時間の変更あり

■募集対象

心身ともに健康で、ボランティア活動に関心のある方を募集します。

■日時

10 月 2 日(土)正午開場

■募集人数

20 人（定員になり次第締切）

■場所

三郷市文化会館

■申込方法

電話または FAX にて受付をいたします。（下記連絡先にお願いします）
※なお、申し込みをいただいた方には全員、結果をお伝えしますので、FAX の際はご連絡先を
必ずご記入ください。

■活動場所

午後 1 時〜4 時まで

小ホール（〒341-0018

■講演

「働きがいのある働き方を支える」〜ザックの取り組み事例から〜
障害者就業・生活支援センターZAC 生活支援担当：梅澤 珠希

埼玉県立三郷特別支援学校（〒341-0008 埼玉県三郷市駒形 56）

ジョブコーチ：木村 美智子

または、東武バス・グローバル交通バス「テラ・ウエスト南」下車：徒歩約 3 分

■催し

■講座内容
1

三郷市早稲田 5-4-1）

JR 三郷駅下車：徒歩約 13 分

JR 新三郷駅下車：徒歩約 25 分

№

入場無料

みんなで話し合おう広場「働いて嬉しかったこと、つらかったこと」
バンド演奏、展示販売（ホワイエにて開催）

月日

研修

内容

10/1(金)

講義

学校の概要や“障がい”について

■主催

第４回パティオ講演会実行委員会

■後援

三郷市、三郷市社会福祉協議会、三郷市障害(児)者連絡協議会

支援籍学習について

2

10/8(金)

学校見学

見学

くわしくは・・・

ワークショップ

障がい者の疑似体験・接し方

地域活動支援センター・パティオ

※ 千葉県市川市手をつなぐ親の会（予定）

〒341-0018 埼玉県三郷市早稲田 3-26-6 クリニックふれあい早稲田 3 階 [TEL]048-950-7311

「言葉がわからない、気持ちが伝わらない」ってどういうこと
3

11/4(木)

講義

保護者のお話し

実技体験

Ⅰ

各クラスに入って実技体験（見学）
※担当の子どもを決めて、各クラスに入ります

4

11/24(水)～

実技体験

Ⅱ

11/26(金)
5

12/3(金)

選択で実技体験（支援籍学習、各クラス）
※いずれか１日の参加になります。

実技体験

Ⅲ-1

駅伝会場における交通整理や児童・生徒の見守り

7

12/4(日)
1/14(金)

実技体験

Ⅲ-2

クリスマスコンサートにおける実技体験

（実技）

※児童・生徒と一緒にクリスマス会を楽しみます。

講義

ボランティア経験者の話、振り返り

くわしくは・・・
埼玉県立三郷特別支援学校
担当／特別支援教育コーディネーター
後藤・戸塚
[TEL]048−952-1205 [FAX]048-949-1027
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「高次機能障害地域交流会」

〜地域で共に生きるナノ〜

「地域で共に生きるナノ」は、三郷市を中心に活動している高次脳機能障害者と家族の会です。高次脳機能障害
とは、事故や病気などの原因で、脳の一部が損傷を受け、記憶、意思、感情などの高度な脳の機能に障がいが現
れてしまうものです。毎月行われる地域交流会では、高次機能障害の当事者と家族、それぞれの経験や悩んでい
ること、考えていることを一緒に話し合います(ピア・カウンセリング)。困っていること・悩んでいること・思

（見守り）
6

イベント情報

支援籍とは・・・
障がいのある児童・生徒が、必要な学習を行うために、
在籍する学校・学級以外に籍を置く、埼玉県独自のもの
です。例えば、特別支援学校に在籍する児童生徒が居住
地の小中学校に「支援籍」を置くことにより、同じ学校
のクラスメイトとして一緒に学習を行うことができま
す。また、小中学校の通常の学級に在籍する児童生徒が、
特別支援学級や特別支援学校に「支援籍」を置いて必要
な支援を受けるケースもあります。
―２―

いなど、家族同士、当事者同士で一緒に話し合いましょう。

＜９月の予定＞
■日にち

9 月 28 日(火)

■時間

午後１時 30 分〜3 時 30 分

■場所

越谷市中央市民会館 第 2・3 会議室（〒343-0813 埼玉県越谷市越ケ谷 4-1-1）
東武伊勢崎線越谷駅東口下車：徒歩約７分

■主催

地域で共に生きるナノ

くわしくは・・・
地域で共に生きるナノ（谷口）[TEL・FAX]048-956-2224
―３―
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