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三郷市内外の

市民社会をつくるボランタリーフォーラム

情報をお届けします！

ＴＯＫＹＯ ２０１３

東京ボランティア・市民活動センター

ボランティア活動や市民活動に関心のある方々、また実際に取り組んでいる方々を対象に、
「市民社会
をつくるボランタリーフォーラム TOKYO 2013」を開催します。
今回は、企画・運営を行う実行委員会での度重なる議論を経て、
「試される市民力（わたしたちのちか
ら）」がテーマとなりました。身近に感じる諸問題を「つながり」、「生活・くらし」、「若者の市民力」
「ボランタリズム」の 4 カテゴリーに分け、37 の多様なプログラムで考えます。
各プログラムは定員に達し次第締切りますので、お申込みはお早めに！
◆開催日時
2 月 8 日(金)、9 日（土）
、10 日(日) ※1 日・1 プログラムのみの参加も可能です。
◆会場
飯田橋セントラルプラザ（東京都新宿区神楽河岸 1-1）
受付：東京ボランティア・市民活動センター（セントラルプラザ 10F）
G JR 飯田橋駅西口下車徒歩 1 分、地下鉄(有楽町線・東西線・南北線)飯田橋駅 B2b 出口下車直通
◆参加費
1,000 円（一部追加料金が必要な場合があります。）
◆申込方法
①ウェブ申込みフォームからのお申込み
②電話、FAX または郵送でのお申込み
パンフレットやチラシの裏にある申込書をお使いください。
http://www.tvac.or.jp/vf2013/ （申込書ダウンロード）
◆申し込み・問い合せ
東京ボランティア・市民活動センター(担当:小野、清水、福田)
〒162-0823 東京都新宿区神楽河岸 1-1
[TEL] 03-3235-1171 [FAX] 03-3235-0050
[WEB] http://www.tvac.or.jp/
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三郷市ボランティアセンターでは、ボ
ランティアに関心がある、活動をはじ
めてみたいという人に向けて説明会
を実施しています。
この他にもボランティアグループや
NPO 団体向けのボランティア講座を企
画！詳細は P.2 をご覧ください。
「はじめてのボランティアガイダンス」第 1 回の様子（東和東地区文化センター）
（上）スライドを観ながら説明を聞く参加者
（左）ボランティアグループから生の声を紹介

ボランティアみさと 配布先
三郷駅周辺

幸房・谷中・谷口周辺
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

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！

みさと書房(早稲田 2-2-6)/亀有信用金庫三郷駅前支店(三郷 2-20-1)
川の郷福祉会(早稲田 1-11-13）/カーブスワオシティ三郷(三郷 1-3-1 2 階)
NPO 法人ワーカーズ・コレクティブ青いそら(早稲田 5-4-1 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）
早稲田児童センター(早稲田早稲田 3-18-14)
特別養護老人ホーム小鳩園(幸房 680)/ドコモショップ三郷店(幸房 131-1)
亀有信用金庫早稲田支店(谷口 631-1)/三郷郵便局(谷中 14-9)
特定非営利活動法人ひまわりの家(新和 4-562-3)/工房風のうた(新和 4-601)
埼玉みさと総合リハビリテーション病院(新和 5-207)
介護老人保健施設三郷ケアセンター(南蓮沼 260-2)/みどりの風(半田 1212-2)
イトーヨーカドー三郷店(天神 2-22)
ブックスたかの(鷹野 3-14)
地域包括支援センターみさと南(戸ヶ崎 1-568-1)/南児童センター(戸ヶ崎 2-654)
亀有信用金庫三郷支店(戸ヶ崎 2-285)/三郷前谷支店(戸ヶ崎 3-116-2)
亀有信用金庫高州支店(高州 1-291-1)
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三郷市社協から
情報発信中！

アクセスしてね☆

2012 年もお世話になりました。
金 までです。
年内の業務は 12 月 28 日□
金 から窓口を開所します。
2013 年は 1 月 4 日□

良いお年をお迎えください。
フォローしてね！
アカウントはこちら
➔ misatosyakyo


blog

もやってるよ！

まずは、ホームページへ
三郷市社会福祉協議会

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

【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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ボランティア・市民活動・ＮＰＯ団体必見！

◆講師

地域の輪を広げる仲間の巻き込み方

放課後デイサービス「さとっこ」遊び相手ボランティア

市民社会コンサルタント/日本福祉大学教授

メンバーが増えない…自分たちの活動を応援して
くれる支援者を増やしたい…活動がマンネリ化し
てきている…活動を続けていると、そんな悩みが
つきません。この講座では、自分たちの活動を振
り返りながら、地域の中で共感者を増やしていく
ためにはどうしたら効果的なのか一緒に考え、団
体運営の活性化について学びます。
◆日時

三郷特別支援学校に通っている知的障がいのある子どもたち(小学生～高校生)と遊具やおもちゃを
日本青年奉仕協会職員としてボ
ランティア学習事業等を担当し、
全米ボランティアセンター「ポ
インツ・オブ・ライト財団」に
てサービスラーニングの研究を行い帰国。
現在は、市民社会コンサルタントとして、市民社会
に関わる幅広い活動を展開する。

◆定員

2 月 6 日(水) 午後 1 時～4 時(受付午後 0 時 40 分～)
◆場所

25 人(申込先着順)
◆参加費

文化会館 視聴覚室（三郷市早稲田 5-4-1）

500 円(資料代など)

G JR 三郷駅北口下車徒歩 13 分

◆申込期間

H 東武バス（早 01）「文化会館東」下車 徒歩 3 分

（旧 障害児児童クラブ「さとっこクラブ」）

村上 徹也 氏

1 月 4 日(金)～1 月 31 日(木)

◆対象
ボランティアグループ、ＮＰＯ団体などで活動中

使って遊んだり、散歩にでかけてくださるボランティアを募集します！
◆日時
月曜日～金曜日 午後 2 時～5 時 30 分（活動日・時間帯は相談に応じます。）
※年明けは 1 月 7 日(月)から開始します。
日によって活動時間・場所などが異なりますので、詳細はお問い合わせください。
◆場所
三郷市幸房 1057-3
W おしらせ W
G TX 三郷中央駅下車徒歩 12 分（国道 21 号沿い・TX 高架下近くです。
）
運営体制が変わり、25
◆対象
年 1 月から組織名称及
中学生以上 1 日 3 人まで
び活動場所が変更に
◆持ち物
なりました。
動きやすい服装、運動靴 ※外食時のみお金がかかります。
引き続き、よろしくお
◆申し込み・問い合わせ
願いします。
放課後デイサービス「さとっこ」担当：落合
[TEL] 090-2915-7692 [メール] satokko-11@ezweb.ne.jp

のかた、講座内容に関心のある方
＜2013 年＞中央ろうきん助成プログラム事業

「応援します！個性が輝く“ひと・まち・くらし”づくり」
三郷市ボランティアセンター

はじめてのボランティアガイダンス

(連絡先は P.1 参照)

ボランティアを知りたいあなたへのヒントがたくさん☆

お申し込みの際は、講座名を標記のうえ、
①氏名②所属団体(あれば)③住所④電話
番号⑤この講座を何で知ったか⑥参加の
動機(簡単に)をお知らせください。

このガイダンスでは、ボランティア活動の基本などにつ
いてご説明するほか、市内のボランティア活動について
ご紹介します。

このプログラムでは、未来の財産となる「ひと」を育て、魅力的で住みよい「まち」をつくり、多
様な生きかたを認め合う「くらし」を実現する活動を応援します。特に財政規模の比較的小さな団
体を対象とし、これからはじまる活動をじっくり支えるプログラムになっています。
◆助成内容
このプログラムは、地域で新たに活動が開始され、その活動が定着することを願い、最長で 4 年の助
成を受けられる仕組みです。平成 25 年 6 月 1 日～平成 26 年 5 月 31 日の期間に行われる活動で、関東

◆日時

の 1 都 7 県を主たる活動の場としているボランティアグループや市民団体(NPO 法人など)が対象です。

2 月 16 日(土) 午後 2 時～3 時 20 分(受付午後 1 時 40 分～)
◆場所
文化会館 視聴覚室（三郷市早稲田 5-4-1）
G JR 三郷駅北口下車徒歩 13 分
H 東武バス（早 01）「文化会館東」下車 徒歩 3 分
◆定員
10 人(申込先着順)
◆参加費
無料
◆申込期間
12 月 25 日(火)～2 月 13 日(木)

①スタート助成(活動開始資金)上限 30 万円 ※団体設立から 5 年未満で資金規模が 500 万円未満であること

W 前回 参加者の声を紹介 W
・ボランティアの意義の再確認、各施設のボラン
ティア活動の様子などが分かり嬉しく思います。
・自分が考えていたボランティア以外にも様々
な活動があるということが分かりました。
・分からないことを今日の会でいろいろ聞かせ
ていただくことができ、今後参考にして自分
でできることを行いたいです。

②ステップアップ助成(活動展開資金)上限 100 万円 ※スタート助成で 2・3 年にわたって受けていること
◆応募期間
1 月 4 日(金)～1 月 16 日(水)〈必着〉
◆申込方法
「応募要項・用紙」をホームページもしくは最寄りの中央ろうきん窓口で入手し、送付してくだ
さい。http://www.rokin-ikiiki.com/（申込書ダウンロード）
◆申し込み・問い合せ
中央ろうきん社会貢献基金（中央労働金庫総合企画部内） 担当：岩村・荒原
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-5

[TEL] 0120-86-6956（平日 9:00～17:00）

[WEB] http://chuo.rokin.com/
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