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情報をお届けします！
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〜その２〜

第 20 回 三郷市ふれあい広場
市内 18 の福祉団体などで構成する「ふれあい広場実行委員会」と社協では、
「ふれあい広場」から始まるさまざまな出会いや交
流がささえあいの輪となり、誰もが安心して豊かに暮らすことができるまちづくりのきっかけにしたい、と願い、『三郷市ふれ
あい広場』を開催します。お越しいただいた皆さんに楽しんでいただけるよう、ステージや模擬店、体験コーナーなど、さまざ
まな催しをご用意しています。

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

２ ０１ ０

NO．１ ０ 2

■イベント紹介
■日時

10 月 30 日(土)午前 10 時〜午後 3 時

■会場

早稲田公園駐車場（埼玉県三郷市早稲田 4-4）
※会場には駐車場がありませんので、バスや自転車を
利用してお越しください

ふれあい作品展

10：20〜
11：30〜
13：00〜
14：00〜
14：40〜

参加団体の紹介
パフォーマーさん、いらっしゃい
ヨサコイソーラン
ふくし劇の上演
手話付合唱
「手のひらを太陽に」

そのほか 〜楽しい催しがたくさんあります♪〜
・遊びのコーナー＆体験コーナー
・団体活動紹介
・スタンプラリー（会場をまわって景品を GET☆）
・模擬店・バザー
（自主製品、自家製パン、カレーライス、やきそば、など）

高齢者や障がいのあるかたが日ごろ取り組んでいる作品を
展示します。毎年、多くのかたが来場し、作品を楽しみにし
ています。ぜひ、ご覧ください。

■日時

ランティア

ステージ

（模擬店は午前 10 時 30 分〜午後 2 時）

ポート

2010
彩の国ボランティア体験プログラム
〜実施報告〜

11 月 12 日(金)午前 10 時〜午後 4 時
11 月 13 日(土)午前 10 時〜午後 2 時

■場所

文化会館 1 階

展示室
▲長戸呂保育所

くわしくは・・・ 三郷市社会福祉協議会（P.1 連絡先）まで

編

集

後

記

秋は、行楽の季節。市内でもいろいろな催しものが開催されますね。ちょっと足を伸ばして、参
加をしてみてはいかがでしょうか？新たな出会いが待っているかも！？

▲ロービジョン「愛夢の会」

7 月 20 日(火)〜8 月 31 日(火)、約 1 ヶ月半と続きました「2010 彩の国ボランティア体験プログラム」は、延
べ 141 人（実人数 91 人）の参加者が、それぞれの活動先で、たくさんの思い出を作ってきました。活動先で

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！

のレクリエーションや、イベントのお手伝いを通じて交流を深めました。活動先での経験やそこで出会った人
たちからの学びを今後の糧にして欲しいと願っています。

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

VOLUNTEER MISATO

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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―４―

Contents

P.2

ボランティアの募集

P.3

講座の情報

P.2、4

社協からのおしらせ
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ボランティアの募集

講座の情報

みさと健和病院 緩和ケア病棟
「ボランティア養成講座」＜第 4 期＞

「第 30 回 三陽祭」 ボランティア 募集！
〜三郷特別支援学校 文化祭実行委員〜

みさと健和病院南棟の緩和ケア病棟では、医師・看護師などの医療スタッフともに、ボランティアもチームの一員とな
三郷特別支援学校は、知的にハンディキャップを持つ子どもたちが通う学校です。11 月に文化祭を行うにあたり、校門の
開け閉めや駐車場誘導のお手伝いをしてくださるかたを募集しています（子どもの安全のため、文化祭中は門を閉めておく

り、患者さんとご家族が充実した療養生活を送れるよう、さまざまな取り組みを行っています。ボランティア活動への
参加を通じて、新しい自分を発見してみませんか？ご興味のあるかたは、ぜひお申し込みください。

必要があります）。本校職員は指導のため子どもの側を離れられません。子どもの安全のため、多くのお客様をお迎えする
ため、お力をぜひ貸してください。

■活動内容

■日程

11 月 6 日(土)、11 月 13 日(土)、11 月 20 日(土) ※くわしくは表をご覧ください。

■会場

みさと健和旧クリニック会議室（埼玉県三郷市鷹野 4-494-1）

来校者を駐車場に誘導したり、校門の開け閉めなどをお願いします。

東武バス／「水神橋」
〈金 52〉下車

徒歩 5 分

「鎌倉北」
〈金 54〉下車

徒歩 2 分

※複数人で交代して行います。空き時間はぜひ、文化祭を見学したりして楽しんでください。

■日時
■活動場所

11 月 19 日(金)

午前 9 時〜午後 0 時 30 分

11 月 20 日(土)

午前 9 時〜午後 3 時

※どちらか 1 日だけでも結構です。

埼玉県立三郷特別支援学校（埼玉県三郷市駒形 56）
JR 新三郷駅下車：徒歩約 25 分
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

■持ち物

雨具・お弁当(20 日に参加されるかたのみ)

■そのほか

動きやすい服装でお越しください。

徒歩 1 分

①緩和ケア病棟および病院内などでボランティア活動をする意志のあるかた
②全課の受講が可能なかた

お礼として、農耕班・生徒が作っ
た野菜をさしあげます！

(受講できない場合は次回の講座で受けていただくことになります)
■受講費用

3 課 500 円(資料代含む)
※途中欠席された場合の受講料の返金はできませんのでご了承ください。

到着後、本校の事務室にお声がけください。
■募集締切

■受講の条件

または、
「鎌倉」
〈松 03〉下車

■定員

30 名(定員になりしだい締切)※簡単な面接を受けてもらいます。

■申込方法

申込書を下記の宛先に、郵送、FAX にてお申し込みください。

申込書はボランティア
センターにあります。

11 月 10 日(水)
第 30 回 三陽祭

イベント情報

くわしくは・・・

「みんな楽しく、かがやく笑顔で思い出に残る三陽祭」

三郷特別支援学校

〜三郷特別支援学校文化祭〜
や ない

文化祭実行委員会（担当：矢内）
〒341-0008 埼玉県三郷市駒形 56
TEL／048-952-1205
FAX／048-949-1027
※ご連絡は平日、午後 3 時以降にお願いします。

課

日時

テーマ

1

11 月 6 日(土)

講師

・緩和ケア医療、病棟の理念・方針

石川晋介院長

・看護・介護のこころ―患者の苦悩・不安とケア

川上師長

午後 2 時〜4 時
ご自由に参加
ください♪

11 月 19 日(金) 午前 9 時 50 分〜正午
11 月 20 日(土) 午前 9 時 50 分〜午後 2 時すぎ
■ 場所 三郷特別支援学校校舎および体育館
■ 内容 児童生徒の作品展示、
作業学習による製品販売(陶芸品・紙工芸品・農産物など)
舞台発表、遊びコーナー、PTA バザー、交流校展示 など

2

11 月 13 日(土)
午後 2 時〜4 時

■ 日時

3

(緩和ケア病棟)

11 月 20 日(土)

・感染予防について

加藤師長

午後 2 時〜5 時

・ボランティアとは？ルールとマナー、活動紹介

(感染管理認定)

・修了式

事務局

みさと健和病院・クリニック HP http://misato.kenwa.or.jp/
くわしくは・・・
みさと健和病院 緩和ケア病棟
いしがみ

社協からのおしらせ

〜その１〜

赤い羽根共同募金運動

くわじま

緩和ケア病棟での具体的な活動は、お茶コーヒーのおもてなし、

ボランティア養成講座（石上・桑島）

屋上庭園の植栽管理、室内の花の手入れ、季節の行事のお手伝

〒341-0035

い、熱帯魚の管理、裁縫(各種カバーなど)を行っています。

埼玉県三郷市鷹野 4-494-1

TEL／048-955-7171

FAX／048-948-0261

10 月 1 日から全国一斉に「赤い羽根共同募金運動」がはじまります。三郷市でも駅前や店先での街頭募金、
町会などを通じての戸別募金、学校で呼びかける学校募金、企業や団体のみなさんに呼びかける職域募金、
そのほか個人大口・法人募金の取り組みを行います。集められたお金は、地域福祉向上のために役立てられ
ます。ご協力お願いします。

ボラセンからのおしらせ

「ボランティア活動先情報 2010」が完成しました。市内の施設
や団体のボランティア情報(主に福祉関係)が掲載されています。
ボランティアセンターや市内の公共施設にて入手できます。
ボランティア活動をはじめるきっかけに・・・
ぜひ、ご活用ください。
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