新型コロナウイルス感染拡大の影響により、掲載したイベント情報等に変更の生じる可能性があります。

寄付

臨時休校中の子どもと家族を支えよう緊急支援募金

講座

令和２年度三郷市手話講座

令和２年度三郷市手話講座

2

①手話奉仕員養成講座≪入門課程≫【全２０回】
手話であいさつや自己紹介など、簡単な日常会話ができることをめざす講座です。
期
間
５月２9 日（金）～１０月２３日（金）午前１０時～正午
対
象
１８歳以上の市内在住・在勤・在学で、はじめて手話を学ぶかた
定
員
２０人

②手話通訳者養成講座準備コース≪前期≫【全１８回】

令和 2

5
手話で
「ありがとう」

2020

217

様々な助成金情報を掲載しています！

手話で簡単な日常会話ができるようになったかた向けの、ステップアップを目指し

主な記事

た講座です。
期
間
５月 19 日（火）～9 月 1 日（火）午前１０時～正午
対
象
１８歳以上の市内在住・在勤・在学で、手話奉仕員養成講座修了者、
又は同程度のかた
定
員
１０人

2
共
場
費

所
用

三郷市健康福祉会館他
無料（テキスト代自己負担）

締

切

5 月 15 日（金）

手話で
「大丈夫」

老人デイサービス施設でカットボランティア！

新型コロナウイルス感染拡大防止の

来庁、又は電話にて三郷市障がい福祉課
TEL 930-7778

観点から、開催日程等が変更になる
可能性があります。

【お詫び】
ボランティアみさと令和 2 年（2020 年）3 月号に掲載した「子どもシェルターを応援するチャ
リティーコンサート」と「文化会館小ホールで一緒に歌うための練習会」は、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため中止することとなりました。
問い合わせ
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チャリティーコンサート実行委員会（担当：宮嶋） TEL・FAX 952-8841

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、公共施設以外でも配布しています！
【三郷駅周辺】
【新三郷駅周辺】
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）
みどりの風（半田1212-2）/三郷ケアセンター（南蓮沼260-2）
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）
みさとのお店mi＊ akinai（彦成3-7-2-104）/コンパス（駒形124）
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）
【天神周辺】
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）
イトーヨーカドー三郷店（ピアラシティ 1-1-1）
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）
湯けむり横丁(ピアラシティ 2-3-10)
ふれあいクリニック早稲田(早稲田3-26-3)
【戸ヶ崎周辺】
【幸房・谷中・谷口周辺】
地域包括支援センターみさと南（戸ヶ崎1-568-1）
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） 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）
亀有信用金庫早稲田支店（谷口631-3）/三郷郵便局（中央5-2-1）
亀有信用金庫三郷前谷支店（戸ヶ崎3-116-2）
【新和・栄周辺】
【高州支店】
ひまわりの家（新和4-562-3）/工房風のうた（新和4-601）
亀有信用金庫高州支店（高州1-291-1）
埼玉みさと総合リハビリテーション病院（新和5-207）
CAFÉ TO HEN カフェトヘン（高州4-28-4）
【鷹野周辺】
みさと健和病院(鷹野4-494-1)

－4－

３月 23 日（月）、三郷市立戸ヶ崎老人デイサービスセ
ンターで、プロの美容師によるカットボランティア活動
が行われました。
今回活動してくれたのは、市内の美容室で働いている
大田繁さん。カットボランティアとして活動するのはこ
の日が初めてでした。
この日の戸ヶ崎老人デイサービスセンターの利用者は
10 数名。入浴を終えた利用者が順番に大田さんのもとに
やって来ます。利用者のリクエストを聞きながら、手際
よくかつ美しくカットしていきます。髪を切ってもらっ
た利用者のみなさんは笑顔に。
1 時間ほどで全員のカットが終了。大田さんが働いて
いる美容室の利用客は若い男性が多く、あまり高齢者を
カットする機会はないとのことでしたが、とてもやりが
いがあり、楽しかったと話していました。

ボランティアセンターでは、ボランティア・市民活動を支援するため印刷機の貸し出し(有料)を行っています。

緊急事態宣言発令により、機関によっては、問い合わせ方法がメールのみになっている場合があります。

社会福祉法人中央共同募金会

公益財団法人大同生命厚生事業団
シニアボランティア活動助成・ビジネスパーソンボランティア活動助成

臨時休校中の子どもと家族を支えよう 緊急支援募金

大同生命厚生事業団では、高齢者・障がい者の福祉やこどもの健全な心を育てる交流の

中央共同募金会では、こども食堂やフードバンク、学習支援団体等が

ボランティア活動を行っているボランティアグループに対して助成します。

実施する、困りごとをかかえる家庭の子どもと保護者に対する緊急支援
活動に活用する目的で、緊急支援募金を実施します。

対象団体
©中央共同募金会

応募期間

令和 2 年 3 月 4 日（水）～6 月 30 日（火）
※募金状況、活動状況により募集期間を延長する可能性があります。
受入口座 三井住友銀行 東京公務部 普通 177631 名義：（福）中央共同募金会
そ の 他

①三井住友銀行本・支店の窓口からの振り込みは無料となります。
②クレジットカードやコンビニ決済によるオンライン寄付も受け付けています。
③ブックオフコーポレーションの「キモチと。」（オンライン手続きで不要になった物品を
売って寄付）による寄付も受け付けています。
問い合わせ
社会福祉法人中央共同募金会基金事業部
E メール kikin@c.akaihane.or.jp URL https://www.akaihane.or.jp/

社会福祉法人埼玉県共同募金会

①「シニアボランティア活動助成」
社会福祉の推進に役立つボランティア活動を行っている、又は行おうとするシニア
（満 6０歳以上）が 80％以上のグループ（NPO 法人を含む）
②「ビジネスパーソンボランティア活動助成」

社会福祉の推進に役立つボランティア活動を行っている、又は行おうとするビジネス
パーソン（会社員、公務員、経営者など）が 80％以上のグループ（NPO 法人を含む）
対象事業 ①高齢者福祉に関するボランティア活動
②障がい者福祉に関するボランティア活動
③子ども（高校生まで）の健全な心を育てる交流ボランティア活動
※いずれも目的、計画等が明確な日本国内での無償の活動とする。
助成金額 １件あたり原則 10 万円（合計 1,000 万円以内）
応募方法 所定の応募申込書に記入し、5 月 25 日（月）までに郵送
申 込 先 公益財団法人大同生命厚生事業団事務局
〒550-0002 大阪市西区江戸堀 1-2-1 大同生命大阪本社ビル内
TEL 06-6447-7101 FAX 06-6447-7102
URL http://www.daido-life-welfare.or.jp/

共同募金広域助成事業
埼玉県中央共同募金会では、 地域における福祉課題の解決や社会的弱者
に対する支援等を目的として行う事業に対して助成します。
対象団体

対象事業
助成金額
助成期間
応募方法
助成決定
申 込 先

©中央共同募金

①主たる活動拠点が埼玉県内に所在し、埼玉県民に利する事業を行う団体
会
②社会福祉事業、更生保護事業、その他社会福祉を目的とする事業を行う団体
③事業実績が１年以上あり、継続的な経営が見込める団体
④会則等を定めて活動している団体（法人格の有無は問わない）
①地域における福祉課題の解決や社会的弱者に対する支援等を目的として行う事業
②社会福祉施設等の利用者の生活向上、福祉サービスの向上につながる建物や備品の整備事業
法人格あり：1 件あたり上限 500 万円、ただし事業総額の 75％以内
法人格なし：１件当たり上限 50 万円、ただし事業総額の 90％以内
1 年間（1 年以内に完了する事業であることが条件）
所定の助成要望書に指定の添付書類を添えて郵送
5 月 29 日（金）までの申請は令和 2 年 9 月下旬に決定
10 月 30 日（金）までの申請は令和３年 3 月下旬に決定
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
TEL 048-822-4045 FAX 048-824-9819
E メール 11@akaihane-saitama.or.jp
URL https://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama00/AKAIHANE/AKAIHANE.htm
－2－

公益財団法人太陽生命厚生財団

ボランティアグループ等が行う事業への助成
太陽生命厚生財団では、ボランティアグループ等が在宅高齢者、又は在宅障がい者等の
ために福祉活動や文化活動を行うために必要な費用、又は機器、機材、備品等を整備する
ための費用に対して助成します。
対象団体
対象事業

助成金額
応募方法
申 込 先

地域福祉活動を目的とするボランティアグループ、又は NPO（法人格の有無は問わない）
①在宅高齢者、又は在宅障がい者等の生活の支援・向上に資する事業や費用
②認知症カフェや地域サロンなど、在宅高齢者、又は在宅障がい者等と交流し支え合う、
地域共生の仕組みづくり事業・費用
③在宅高齢者または在宅障がい者等の福祉に関する事業をするために必要な機器、機材、
備品等を整備する事業・費用
１件あたり 10～50 万円（合計 2,000 万円）
所定の応募申込書に記入し、6 月 30 日（火）までに郵送
公益財団法人太陽生命厚生財団事務局
〒143-0016 東京都大田区大森北 1-17-4 太陽生命大森ビル
TEL・FAX 03-6674-1217 ＵＲＬ http://www.taiyolife-zaidan.or.jp/
－3－

