ところざわボランティア通信 ぷろぺら

所沢市社会福祉協議会
平成 29 年 9 月発行

入居者の方の話し相手、レクリエーションやカ
ラオケのお手伝い、庭の草花の手入れのお手伝い
をしてくださる方を募集しています。
ボランティアが初めての方もお気軽にお問合せ
ください。
【日 時】応相談
【場 所】ところざわ翔裕館（下富 720-1）
【問合せ】ところざわ翔裕館
☎04-2943-4165
（担当：遠藤・長島）

ブラインドテニスの活動をサポート（玉拾い・
運営補助など）して下さるボランティアを募集し
ています。テニス経験者の方大歓迎！詳しくはお
問い合わせ下さい。
【日時】毎月第 3 日曜日 10:00～12:00
【活動場所】国立リハビリテーションセンター内
第 2 体育館
【申込み・問合せ先】フレンズテニスクラブ
matsukata-in-tokorozawa@docomo.ne.jp
（担当:平岡）

東京自殺防止センター
電話相談ボランティア 「聴く人」募集

ボランティア記者募集

自殺を考えるほど絶望し、孤独を感じる人が、
誰にも話せない苦しい気持ちを安心して話せる
ように、心に寄り添う活動に参加してみません
か？
【日 時】2017 年 10 月 4 日（水）～
12 月 13 日（水）全 11 回
【研修費】3 万円
【内容】体験学習を中心とした「聴く」学び
資格・知識は問いません
【研修説明会】
9 月 8 日（金）
、13 日（水）
、27 日（水）
いずれも時間は 19:00～21:00
【説明会・研修会場】
東京自殺防止センター
（新宿区大久保 3-10-1）
【申込み・問合せ先】
東京自殺防止センター・事務局
03-3207-5040

「仲間が増えました！」

第 188 号

ブラインドテニスのサポート
ボランティア参加者 募集！

高齢者施設でのボランティア募集

本誌を一緒に作り上げていくボランティアを
募集しています。記者となって、市内のサロンや
イベントを取材してくれるボランティアを募集
しています。文章を書くことが好きな方、写真を
撮ることが好きな方、お待ちしております！

椿峰まちづくり協議会
買い物定期便部会

【日 時】①毎月１回のミーティング
②随時取材
【場 所】①所沢市こどもと福祉の未来館
②所沢市内
【問合せ】所沢市社会福祉協議会
ボランティアセンター
☎04-2925-0041
メール：0041m@toko-shakyo.or.jp

手話サークル一二三（ひふみ）
今号の PICK UP …夏のボランティア体験２０１７ in 所沢

体験の様子

表紙 今号の PICK UP
P 2 ボランティアセンターからのお知らせ
「ふくし」について知りたい!講師紹介・プログラム紹介します！

～ボランティア募集の反響～

前回掲載しました「横笛（みさと笛）ボランティア活動者募集」に、早速 3
名の方から問合せがあったと掲載者からご連絡がありました。また、施設から

P 3 助成金情報
P４ ボランティア掲示板・お知らせ

ボランティアとして演奏に来て欲しいという問合せもあったそうです。
ボランティアに来て欲しい方、一緒にボランティア活動をしたい方探して
いる方、ボランティアセンターがお手伝いします。お気軽にご相談下さい。

社会福祉法人

所沢市社会福祉協議会 ボランティアセンター
〒359-1112

ｐ

第５回“市民活動支援センターまつり”にボランティアセンターも参加します！
日 時：9 月 30 日（土）午前 10 時～午後 4 時
会 場：新所沢コミュニティセンター （所沢市緑町３丁目１６番７号）
内 容：「車いすのある暮らし体験会」ぜひ、遊びに来てください！
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所沢市泉町 1861-1
所沢市こどもと福祉の未来館 3 階
電 話：04-2925-0041 FAX：04-2925-3419
メール：0041m@toko-shakyo.or.jp
社協 HP：http://www.toko-shakyo.or.jp/
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ HP：https://toko-volunteer.jimdo.com/
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■ボランティアセンターからのお知らせ
「ふくし」について知りたい！ 講師紹介・プログラム紹介します！
ボランティアセンターでは、市内の小中学校・地域等に、ふくしに関する講師派遣・
備品貸出などを行っています。お気軽にご相談下さい。

福祉教育を進めるうえでの視点や、擬似体験
プログラムの進め方などの相談に応じていま
す。

障がい当事者による講話や、擬似体験の説明
をして下さるボランティアの方々を紹介して
います。

☆相談から実施までの流れ☆

☆講師・体験内容の紹介☆
・車いす・アイマスク体験

１．ボランティアセンターへ相談

（担当：所沢ボランティアグループふれあい）
・手話に関する学習（担当：手話事業）

（半年～3 ヶ月前まで）
おおまかなスケジュール、授業の狙いなどを
お聞かせ下さい。プログラムの一連の流れを組
み立てていきます。

・点字に関する学習
（担当：所沢点訳グループ「花みずき」）

・人形劇を通して、障がいについて知る

２．講師依頼・備品貸出の調整

（担当：ＮＰＯ法人バリアフリー・アート
の会 わーくぽけっと）
＊このほかにも、
「ブラインドサッカー」
「認知
症サポーター養成講座」などがあります・
＊依頼される場合は、なるべく 2 ヶ月前までに
ご相談下さい。
＊資料代・交通費など実費が発生することがあ

ボランティアセンターで講師へ依頼を行い
ます。講師調整ができましたらご連絡しますの
で、各講師と事前打ち合わせをお願いします。
打ち合わせで必要な備品などをご確認頂き、貸
出予約をお願いします。

３．準備

りますので、あらかじめご了承ください。

必要な借用備品をボランティアセンターま
で取りに来てください。使う資料の印刷などを
お願いすることもあります。

■助成金情報
生命保険協会

★対象団体 高齢者を対象にした健康管理・増進、自立支援、生きがいづくり等の活動を行っている民間非営
利の団体、ボランティアグループ、NPO 法人等で所定の要件（申請時点で１年以上の活動実績を
有し継続して運営している等）を満たす団体とします。（その他条件有）
★対象事業 構成員だけでなく、地域の高齢者を対象とした健康管理・増進、自立支援、生きがいづくり等の
活動※例：（健康体操、ウォーキング、外出支援、配食、サロン等）
★助 成 額 １団体あたり上限額 12 万（助成総額 500 万）
＊助成対象の活動期間 2018 年 4 月～2019 年 3 月末
★申込期限 2017 年 8 月 2 日（水）～9 月 30 日（土）※当日消印有効
★応募方法 募集要項をご確認のうえ、所定の申請書に必要事項を記入し下記まで、郵便で送付。
生命保険協会 広報部内「元気シニア応援活動」事務局
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-4-1 新国際ビル 3 階 電話：03-3286-2643
※募集要項等は生命保険協会のホームページをご確認ください。
http://www.seiho.or.jp/activity/social/senior/guideline/

★対象団体 5 人以上で活動する営利を目的としない団体（法人格の有無は問いません）。ただし、社会福祉法
人は除きます。
★対象事業 地域における高齢者・障害者・子ども等に関する複合的な生活課題に地域住民が主体となって、
包括的な支援を行う事業。
★助 成 額 1 団体 30 万円を上限とします。（総額 600 万円を予定）
★申込期限 2017 年 10 月 20 日（金）［消印有効］
＊助成対象の活動期間 2019 年 3 月末
★応募方法 損保ジャパン日本興亜福祉財団ホームページの申し込みフォームに、必要事項を記
載して送信してください。
公益財団法人損保ジャパン日本興亜福祉財団
〒160-8338 東京都新宿区西新宿 1-26-1 電話：03-3349-9570
※詳しい募集要項や書式は損保ジャパン日本興亜福祉財団のホームページをご確認ください。
http://www.sjnkwf.org/

社会福祉法人埼玉県共同募金会
★対象団体

４．実施～まとめ

授業で必要な車イスや白杖等の機材を貸し

いよいよ体験・講話です。どんなことを学ん
だか、感想などを話し合いましょう。講師の方
へ感想文や聞いてみたかったことを手紙で渡
すのもよいですね。

出しています。また学習用 DVD や書籍なども
貸出しています。期間は 7 日間となります。

2017 年度「元気シニア応援団体に対する助成活動」

★対象事業
★助 成 額
★申込期限
★応募方法

重点助成事業募集

「地域から孤立をなくすための活動」や「災害に備える活動」に対し、重点助成事業として積極
的に支援します。また、営利を目的としない民間団体（法人格の有無は問いません。）とし、特に
小地域において住民参加のもと活動する団体や NPO 団体に対しては積極的な支援を行います。
★対象事業 「地域から孤立をなくすための活動」や「災害に備える活動」に対し、重点助成事
業として積極的に支援します。また、営利を目的としない民間団体（法人格の有無は問いません。
）
①孤立防止や予防に係る事業 ②災害に備えるための事業 ③子育て支援、虐待防止に係る事業
④小地域における地域住民の福祉向上に質する事業
1 団体あたり 100 万円まで ＊助成率は事業費総額の概ね 75%を助成。法人格のない団体には
90％まで助成。
2017 年 10 月 31 日（火）［消印有効］
＊助成対象の活動期間 2018 年 4 月～2019 年 3 月末
所定様式の助成要望書に指定の添付書類をつけ、本会事務局へ正本 1 部、副本（添付書類含む）
1 部提出して下さい。
社会福祉法人埼玉県共同募金会 事務局 担当：業務課
〒330-0075 さいたま市浦和区針ヶ山 4-2-65 彩の国すこやかプラザ内
電話：048-822-4045 FAX：048-824-9891
※詳しい募集要項や書式は埼玉県共同募金会のホームページをご確認下さい。
http://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama00/AKAIHANE/2015jyoseijyuten.html

小型点字器 120 個（点字体験で使います）
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