まだまだ募集中！

募集 10/15 ㊐キッズフェスティバル運営補助ボランティア（早稲田児童センター）

早稲田児童センター
キッズフェスティバル

毎年たくさんのかたが来てくれる楽しい
お祭りです！来てくれたかたみんなが笑
顔で楽しめるお祭りになるよう、皆様の
力をお貸しください。
ゲームコーナーの受付や説明など、ボラ
ンティア活動の内容を分かりやすく説明
しますので、初めてのかたも安心してご
参加ください。一緒に楽しい時間を過ご
しましょう！
日時
１０月１５日㊐午前９時〜午後４時
※半日のみの参加申し込みも受け付けます。
場所

募集 11/18 ㊏中村あゆみ with はなわ Special Live ひまわりの家支援コンサートボランティア

10

８０人（中学生以上、性別・経験不問）

▲会場には楽しいゲームコーナーがいっぱい。

主な記事

連絡先
三郷市立早稲田児童センター 担当 斎藤・山﨑
〒341‑0018 三郷市早稲田 3‑18‑14
TEL 048‑959‑6631 FAX 048‑959‑6633

２ページ【募集】11/18 ㊏ひまわりの家支援コンサート中村あゆみ withはなわ Special Live ボランティア
３ページ【案内】埼玉県共同募金会 助成事業（10/31 締切）、10/28 ㊏福祉☆GenkiFes のご案内
４ページ【募集】10/15 ㊐キッズフェスティバル運営補助ボランティア（継続募集中！）

電子メール gorilla09001730@gmail.com
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午前９時から午後４時まで活動できるかたは
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申し込み
れかで①氏名（ふりがな）、②性別、③年齢、
④住所、⑤連絡先電話番号、⑥所属（学校名、勤
務先など）
をご連絡ください
（午前9 時〜午後5 時）
。

店

至 草加

通費は自己負担でお願いします。
１０月７日㊏までに電話、電子メールのいず

メ
ン

本屋

早稲田児童センターにて昼食を用意します。交

三郷駅北口バス停

主要地方道
草加流山線

至 流山

三郷駅
JR 武蔵野線

三郷駅北口から徒歩 13 分、又は三郷駅北口バス停から東武
バス、マイスカイ交通の新三郷駅（丹後橋経由）行、又は
早稲田循環行、又は吉川車庫行に乗車、文化会館東バス停か
ら徒歩２分

三郷市ボランティアセンター、公共施設以外でも配布しています !

【三郷駅周辺】
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) カーブス
ワオシティ三郷 ( 三郷 1-3-1 ワオシティ三郷 2 階 )
川の郷福祉会 ( 早稲田 1-11-13)/ 早稲田児童センター( 早稲田 3-18-14)
地域活動支援センターパティオ( 早稲田 3-26-3 ふれあい早稲田 3 階 )
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1階 )

【幸房・谷中・谷口周辺】
特別養護老人ホーム小鳩園 ( 中央 4-8-4)/ 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 631-3)/三郷郵便局(谷中 14-9)

【新和・栄周辺】
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)

186

今夏も、大勢のかたが彩の国ボランティア体験事業に参加しました。とびっきりの笑顔と元気を届けて ボランティアセンター
くれた参加者の皆さん、ご協力いただいた施設や団体の皆さん、ありがとうございました！ by ボラ太郎 ホームページＱＲコード

活動内容

ボランティアみさと配布先

2017

バックナンバーＰDＦは
コチラから▶

早稲田児童センター（早稲田 3‑18‑14）
人数

29

【新三郷駅周辺】
みどりの風 ( 半田 1212-2) 介護老人保健施設三郷ケアセンター ( 南蓮沼 260-2)
ミアキナイ
みさとのおみせ mi*akinai（彦成 3-7-2-104） コンパス ( 駒形 124)

【天神周辺】
イトーヨーカドー三郷店 ( 天神 2-22)

【戸ヶ崎周辺】
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 2-284)
亀有信用金庫三郷前谷支店 ( 戸ヶ崎 3-116-2)

【高州周辺】
亀有信用金庫高州支店 ( 高州 1-291-1)
CAFE TO HEN カフェトヘン ( 高州 4-28-4)
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▲彩の国ボランティア体験事業のようす
保育所で遊び相手、 老人ホーム納涼祭
初めての手話講座、 食育プログラム体験

第２回ひまわりの家
支援コンサート
中村あゆみ with はなわ
Special Live
ＮＰＯ法人ひまわりの家に通って
いる障がいを持ったかたたちが、親が亡くなった
後も安心して暮らせる場「ケアホーム」の設立
準備金作りと広く障がい福祉を知っていただく
ことを目的に「翼の折れたエンジェル」などの
ヒット曲を出している中村あゆみさん
と「お義父さん」が話題のはなわさん
にご協力いただき、三郷限定のス
ペシャルライブを開催することと
なりました。収益金は、
ＮＰＯ法人
ひまわりの家に全額寄付します。
＜中村あゆみプロフィール＞

＜はなわプロフィール＞

「翼の折れたエンジェル」
「ちょっとやそっとじゃ CAN T

佐賀県出身の芸人。デビュー曲
「佐賀県」
はオリコン５位。

GET LOVE」などをリリース。

１ｓｔアルバムはオリコン９位を記録。紅白歌合戦にも

アルバム「AYUMI ON」では、
坂本冬美に書き下ろした「ア

出演。
「有吉ゼミ」では息子愛が放送され話題となり、妻

ジアの海賊」や山下達郎「希望という名」のカヴァー、

に贈った「お義父さん」が今、数多くの共感を呼び感動

プロレスラー鈴木みのるテーマ曲「風になれ」を収録。

を届けている。

助成金

⒈助成要望書

埼玉県共同募金会

⒉申請事業所の概要
⒊助成要望事業計画書（１事業１頁です。複数事業ある場
合は順次綴じてください）

社会福祉法人埼玉県共同募金会（以下、
「本会」
）では、県民
の皆さまからいただいた寄付金をもとに、福祉活動を実施す
る社会福祉施設や団体等に資金支援（＝助成）を行っていま
す。審査は年 2 回実施しています。所定の助成要望書に添付
書類を添え、期日までにご応募ください。

ひまわりの家支援コンサートを応援してくださるかた募集！
11 月 18 日㊏に行う第２回ひまわりの家支援コンサート「中村あゆみ with はなわ

日時 １１月１８日㊏ 開場15:00 開演16:00

Special Live」の際に、チケットのもぎりや搬入・搬出時の力仕事、会場整理などを

場所 三郷市文化会館大ホール

手伝っていただけるかたを募集します。皆さまのお力添えをお願いします。

前売券（当日３００円増し）
１階席

５,６００円

２階Ａ席 ４,８００円
２階Ｂ席 ４,５００円
障がい者・中学生以下３００円引き
（未就学児膝上鑑賞無料）
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
問い合わせ
ひまわりの家を支える会
コンサート実行委員会
☎０４８−９５２−７８０６

日時・ボランティア活動の内容
８：４５〜１２：００ 機材の搬入お手伝い（※電車、バス代は主催者で負担します）

保管してください。
募集要項ダウンロードアドレス
http://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama00/AKAIHANE/
申し込み

⒈各種福祉事業
㋐高齢者、障害者、児童等支援を必要とする人を対象とす
る各種福祉事業

社会福祉法人埼玉県共同募金会事務局
〒330‑0075さいたま市浦和区針ヶ谷 4‑2‑65
彩の国すこやかプラザ 3階

㋑社会問題（ホームレス、DV 等）に対応する事業
㋒安心・安全まちづくり（防犯、AED 普及促進）を目的とす
る事業
⒉建物・備品整備事業
㋐各種福祉サービスを提供する施設の建物整備事業（新
築、増改築、補修、改造等。付帯的設備を含む）

案 内 福祉☆GenkiFes（入場無料）
福祉（ケア）を身近に体感できるイベントです。
たくさんのご来場をお待ちしています。
日時

㋑各種福祉サービスに使う備品購入（車両購入を含む）

平成 29 年 10 月 28 日㊏ 10:00〜17:00

助成条件

場所

助成決定した事業は、1年以内に完了すること。

ピアラシティ交流センター

後期助成
平成 29 年 10 月 31 日㊋までに受理した助成要望を平成 30

（泉 2-35 ピアラシティ中央公園内）
第１部 福祉セミナー＆ワークショップ 10:00〜15:00

年 3 月下旬に決定。

薬・栄養の話

平成 30 年 5 月31日㊍までに受理した助成要望を平成 30 年

介護旅行

9 月下旬に決定。

認知症サポーター養成講座
福祉用具展示・体験

助成金上限額と助成率

体力測定

法人格を有する団体

アロマクラフト作り

上限額 500 万円、且つ事業費総額の概ね 75％

高齢者疑似体験

未法人の団体

クラウン介護

上限額100 万円、且つ事業費総額の概ね 90％

１１月１８日㊏

提出書類は返却しませんので、申請団体において控えを

2017jyosei-youkou.pdf

一般助成事業

前期助成

第２回ひまわりの家支援コンサート
中村あゆみ withはなわ Special Live

⒋添付書類一覧表

訪問マッサージ体験

対象外経費

１４：３０〜１６：００ チケットもぎり
（※電車、バス代は主催者で負担します）

⒈土地の購入や造成、調査に係る費用

ピザパン作り

１４：３０〜２１
：００ 会場整理・搬出のお手伝い

⒉人件費（サービスに直接係る費用は除く）

笑いヨガ

⒊飲食費（食事サービス等、食事の提供を目的とする事業

配食弁当試食コーナー

（※電車、バス代、食事は主催者で負担します）
場所

第 2 部 福祉エンターテイメント 15:30〜17:00

に係る材料費等は除く）

三郷市文化会館大ホール
その他

⒋建物・備品整備に係る自動車登録諸費用や保険料、保守

フラダンス、和太鼓、第九合唱

契約費等の維持管理

観覧希望のかたはチケットの購入をお願いします。
問い合わせ

ラスト合唱「どんなときも」

提出書類
次の⒈から⒋の順に、JIS 規格 A4 判、２穴で左ヒモ綴じ

ひまわりの家を支える会コンサート実行委員会 ☎０４８−９５２−７８０６

ｰ2ｰ

子ども達による体操、うめぼし体操

問い合わせ

としてください（ファイルや厚紙による表紙は必要あり

Care nation ケアネーション（笠井）

ません）
。

TEL080‑3427‑0646

ｰ3ｰ

