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 7 月発行

笑顔を届けるボランティア
活動をしよう！
小学生・中学生が、小さいこども達やお年寄りに、
人形劇を通して「笑顔を届けるボランティア活動」
を行っています。その活動を支える学生さん（高
校生・大学生）や大人の方を募集しています。
私たちと一緒に活動しませんか？
【日

時】毎月第２金曜日
16：00～17：30（打合せ・練習）
【場 所】所沢市立みどり児童館（打合せ・練習）
【問合せ】ジュニアボランティアグループ はっぴぃー
☎04-2924-9230（担当：畔柳）

外国につながる青少年の
日本語・教科学習支援

小学生～中学生対象で 1 対１の時間を過ごして
個別学習指導をしてくださるボランティアさん
募集しています。詳しくは、ベトレヘム学園の
HP（http://bethlehem.jp/volunteer）をご覧
ください。
【日 時】週１回 １時間程度
※回数については相談に応じます
【場 所】ベトレヘム学園学習室
（東京都清瀬市）
【問合せ】児童養護施設 ベトレヘム学園
☎042-491-2529（担当：金子）

フレンドホ―ム募集

市内小中学校に通う児童・生徒または市内在住の
20 歳くらいまでの青少年に日本語の読み・書
き・会話あるいは教科の支援をしています。実際
に活動をする際は会員になっていただきます。ま
ずは、お気軽にご見学、お問い合わせください。
【日
【場

時】毎週火曜日 17：30～19：30
所】椿峰コミュニティ会館別館
（山口 5057 番地）
【問合せ】青少年多文化学びサポート
☎090-9675-1286（担当：持丸）

児童養護施設の子どもたちを学校が休みの期
間などに、皆様のご家庭で数日間お泊りをした
り、お出かけに行っていただくのがフレンドホ
ームです。詳しくはベトレヘム学園のＨＰ
（ http://bethlehem.jp/volunteer/friend_
home.html）をご確認ください。

【場

所】要請に応じて随時

ハピネス

サーフベンチャーズ

未経験の方でも自作の笛があります。一緒に練習
して、老人ホームなどで演奏しませんか？ボラン
ティアで演奏に行きましょう。
時】要請に応じて随時

楽しいハゲマロ腹話術

【日 時】要相談
【場 所】要相談
【問合せ】児童養護施設 ベトレヘム学園
☎042-491-2529（担当：山根）

横笛(みさと笛)ボランティア
活動者募集

【日
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学習ボランティア募集

今号の PICK UP …「演芸ボランティアガイド」にご登録されている皆さん
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
夏のボランティア体験 2017 in 所沢
P 3 ボランティアセンターからのお知らせ
ＬＩＮＥがはじまります・助成金情報
P４ ボランティア掲示板・お知らせ

【問合せ】☎電話：090-2914-3197
（大月秀樹）

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

所沢市ボランティア連絡協議会主催

ｐ

ヤギー四郎人

ボランティアのつどい

日時：平成 29 年７月 29 日（土）～平成 29 年 8 月 4 日（金） 各日 10 時～15 時
場所：所沢市こどもと福祉の未来館
内容：ボランティア団体による展示・ボランティア相談等
問合せ先：所沢市ボランティア連絡協議会（代表：柴井
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☎04-2948-1532）

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/
1

■ボランティアセンターからのお知らせ
夏のボランティア体験２０１７ in 所沢

ＬＩＮＥ始めました。ご登録よろしくお願いします！

今年も夏のボランティア体験の季節がやってきました。
「ボランティアに興味があ
るけど、始めるきっかけがない…」
「一人で始めるのは不安…」そんな方がボランテ
ィアを始めるきっかけになるよう市内の各施設のご協力を頂き、夏のボランティア
体験を実施します。

●対象
所沢市内に在住・在学・在勤の小学生以上（各体
験メニューにより異なる）で、事前説明会・報告
会に参加できる方。
※事前説明会・報告会について、実施日に参加できない場合は要相
談。

ボランティアセンターでは、市内のボランティア募集情報、福祉に関する
講座や地域のイベント情報をいち早くＬＩＮＥやメールでお知らせします。
ぜひご登録ください。

LINE への登録方法
①右の QR コードを読み取る⇒ともだち追加
②LINE アプリ内で「@bjj6661j」を検索⇒ともだち追加

①事前説明会に参加しよう！
事前説明会では、受入施設の紹介の他に、『ミニボ
ランティア講座』を開催します。ボランティアに参
加する前に、不安なことや気になることはここで解
決！

tokoshakyo-vcinfo@fl20.asp.cuenote.jp
①上記メールアドレス宛に空メールを送信
②返信メールに記載されている URL にアクセス
③登録フォームで必要な情報を入力⇒登録完了
※一部対応していない機種もございますので、
ご了承ください。

●募集期間
平成 28 年 6 月 29 日（木）～7 月 31 日（月）
※原則として、事前説明会参加後に申込み

●参加申し込み
所定の申込み用紙に必要事項を記入の上、事前説
明会での直接申込み、社会福祉協議会窓口、郵送、
FAX、メールで申し込み

②メニューを選んで申込み！
高齢者、障がい者、子ども関係の施設の他にも、ボ
ランティアグループの活動にも参加することがで
きます。
たくさんのメニューから興味のあるものを探して
申込みをしましょう。定員があるものに関しては先
着順になります。

※応募多数のプログラムは先着順になります。

●事前説明会
①7 月 9 日（日）10：00～11：30
②7 月 12 日（水）18：00～19：30
③7 月 14 日（金）18：00～19：30
④7 月 25 日（火）10：00～11：30
【会場】所沢市こどもと福祉の未来館
多目的室１・２号

③体験してみよう！
実際にボランティアを体験してみましょう。新し
い発見があるかもしれません。
体験する前には必ず体験先の施設に連絡をし、体
験当日の注意事項や持ち物、服装の確認を行いま
しょう。

●報告会・交流会
①8 月 28 日（月）10：00～12：00
②9 月 10 日（日）10：00～12：00
【会場】所沢市こどもと福祉の未来館
多目的室１・２号

④体験報告会・交流会に
参加しよう！
ボランティア体験が終わったら体験先に体験報
告書を提出しましょう。
また、体験報告会・交流会に参加し、同じように
この夏ボランティア体験をした仲間と意見交換
を行い、ボランティアについての考えを深めまし
ょう。
報告会・交流会には体験先の職員
も来るかも！？

２

■助成金情報
平成 29 年度上期

洲崎福祉財団

障害児者に対する自立支援活動への助成事業

★対象団体 原則として非営利法人で 3 年以上の活動実績があるもの。個人及び営利法人は除きます。
但し、法人格がない場合でも当財団の理念に沿う公益活動において３年以上の継続的な実績と、
これを証明する客観性のある資料があり、且つ今後 2 年以内に法人化する予定がある団体は対象
とします。（その他条件有）
★対象事業 ①障害者の自立と福祉向上を目的とした各種活動
②施設の設置・改善の事業
③障害者に対する自助・自立の支援事業
★助 成 額 1 団体あたりの上限額 200 万円
★申込期限 平成 29 年７月３１日（月）【消印有効】
★応募方法 実施要項をよくお読みいただいた上で所定の様式に必要事項を記入のうえ、下記に提出。
〒103－0027 東京都中央区日本橋 3 丁目 10 番 5 号 オンワードパークビルディング
公益財団法人 洲崎福祉財団 事務局宛
※詳しい募集要項や書式は洲崎福祉財団の HP をご確認ください。
（http://www.ntcltd.com/swf/support/index.html）

★対象団体

★対象事業

★助 成 額
★申込期限
★応募方法

地域における共食や食周りの様々な体験を通した子どもの心と身体の成長そして自立の支援を行
うため、子ども食堂などの食を通した居場所づくりを行う公益的な団体の開設費用や備品購入等
を支援します（事務局運営については「一般社団法人全国老人給食協力会※」との協働で行いま
す）。
①0 歳～21 歳までの子どもの健康や福祉を直接改善するプログラム
②多くの子ども達を支援する見込みがあるプログラム
③必要性が高く目的が明確なプログラム
④団体の運営費や管理費（給与や交通費を含む）以外の使用用途
総額 200 万円
2017 年 7 月 14 日（金）【必着】
実施要項をよくお読みいただいた上で所定の様式に必要事項を記入のうえ、下記に提出。
一般社団法人 全国老人給食協力会 事務局
〒１５８－００９８ 東京都世田谷区上用賀６－１９－２１
※詳しい募集要項や書式はキューピーみらいたまご財団の HP をご確認ください。
（http://www.kewpiemiraitamagozaidan.or.jp/support/index.html）
３

