松伏町ボランティアグループ紹介
松伏町で活躍するボランティアグループです！
興味があるグループがありましたら、下記のお問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。
※現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、活動を中止しているグループがございますので、
予めご了承ください。
№

グループ名

主な活動場所

主な活動内容・その他
社協・行政の行事手伝い、町内外研修の手伝い、イベント準備・
片づけ等

1

行事グループ

町内（活動による）

2

かるがもグループ

かるがもセンター

「障害福祉サービス事業所 かるがもセンター」の手伝い等

3

みどりグループ

三戸里園

「特別養護老人ホーム 三戸里園」でのドライヤーかけ、オムツた
たみ、行事手伝い等

4

福祉教育指導グループ

町内小・中・高等学校 町内各学校にて、アイマスク・車椅子体験の手伝い等

5

松伏町朗読グループ

ふれあいセンター

6

さくらグループ

あすかHOUSE松伏

「介護老人保健施設 あすかHOUSE松伏」の喫茶コーナーでの活動、
行事の手伝い等

7

カーネーショングループ

ふれあいセンター

「ふれあいデイサービス」の補助と話し相手、行事の手伝い等

8

松伏地区更生保護女性会

松伏町児童館

子育て支援として「ちびっ子らんど」利用のお子さんの見守り、
社会的活動等

9

花ももの会

まつぶし緑の丘公園

県営「まつぶし緑の丘公園」の公園イベント協力 等

町内外の施設

在宅や各施設の利用者さんのお話し相手をしながら交流を図る

10 傾聴ボランティア わたげ
11

大川戸地区県営まつぶし
まつぶし緑の丘公園
緑の丘公園利用促進委員会

12

松伏町食生活改善
推進協議会

町広報・社協だより等の朗読・録音を通じての視覚障害者支援活
動

「まつぶし緑の丘公園」の整備や促進に向けた活動。行政を通して
実施される、公園に関する各種活動を行う。

松伏町保健センター

親子料理教室、男性のための料理教室、生活習慣病予防料理教室
等の地区活動

13 おはなしランド

多世代交流学習館

絵本や紙芝居の読み聞かせ等

14 図書ボランティア

多世代交流学習館

多世代交流学習館での図書の貸出を主とした活動。

15 おたすけ隊

多世代交流学習館

図書の貸出し・返却、図書読み聞かせ、生涯学習事業などのお手
伝い

16 なのはなグループ

なのはなの里

17 松伏町母子愛育会

松伏町保健センター

子育て支援事業、子育ての経験を活かした保健センターで保育、
街なかでの声かけ等

18 ふれあいグループ

ふれあいセンター

ふれあいセンターかがやき１Ｆにて喫茶コーナーやお話相手等

19

めだかの学校
町内施設等
（認知症キャラバンメイト）

20 オレンジ・ポコ

町内外の施設等

21 防災ボランティア松伏

町内

「介護老人保健施設なのはなの里」の喫茶コーナーでの活動

地域の方々や認知症の本人、その家族に認知症を理解してもらえ
るような講座の実施
施設、個人宅、グループ等からの要請に応じて音楽と体操、脳ト
レ等で認知症予防を推進します。

当面はゆめみ野 防災に関する知識を深め、災害に備える力を養うこと等を目的に、
１丁目～２丁目 研修や講演会等の実施や、災害時に被災者への支援を行う

松伏ボランティアセンターだより

第27号

令和４年11月１日 第27号 発行

参加費無料

スマートフォン講座
※ 通信料がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。

第1回
第2回

12月12日月 13時00分～14時00分
ラ

イ

ン

LINEの使い方（基礎編）
12月15日木 13時00分～14時00分
ラ

イ

ン

LINEの使い方（応用編）

【対
象】町内在住在勤のおおむね20歳以上の方
【講
師】ドコモショップスマホ教室の講師（ドコモショップせんげん台店）
【会
場】ふれあいセンターかがやき２階 多目的室２
【定
員】各日10名（先着順）
【持 ち 物】個人のスマートフォン
【申込開始】11月８日（火）９時00分～（定員になり次第終了）
【そ の 他】◯当日はご参加前に検温の上、マスクの着用をお願いします。
申込方法

電話でお申込み下さい。

松伏町ボランティアセンターLINE公式アカウントを開設しました！

この度、松伏町ボランティアセンターのLINE公式アカウントを開設しました。
ボランティアに関する様々な情報を発信していきますので、ぜひ、友だち
登録をお願いします。

※当アカウントは情報発信専用となりますので、投稿に関するご意見・ご質問等につきまし
ては、電話、メールをご利用ください。
【友だち登録方法】 LINEアプリを起動し、「友だち追加」を行います。
QRコードで追加する場合
①「ホーム」>「友だち追加」>「QRコード」をタップ ② 右チラシのQRコードを
読み取る ③「追加」を選択
ID検索で追加する場合
①「ホーム」>「友だち追加」>「検索」をタップ ②「ID」にチェックして、
「@062ndpdh」と入力して検索 ③「追加」を選択

松伏町ボランティアセンター（松伏町社会福祉協議会）
埼玉県北葛飾郡松伏町松伏357 ふれあいセンターかがやき２階
Tel 048-991-2700 Fax 048-991-5341
受付時間：月曜～金曜の８：30～17：15（祝日・年末年始を除く）

お問合せ：松伏町ボランティアセンター／松伏町社会福祉協議会 電話048-991-2700
松伏社協ホームページ

松伏社協フェイスブック

松伏社協 E-mail

彩の国ボランティア
プログラム事業報告は
次のページへ

教 えて！

彩の国ボランティア体験プログラム事業報告
夏 休みを利用した『彩の国ボランティア体験プログラム事業』は、新型コロナウイルス感染症拡大により、

活動中止となったプログラムがありましたが、学生を中心とした延べ53名の皆さまが参加してくれました‼
ご参加いただきありがとうございました。
また使用済み切手整理のプログラムで集まりました使用済み切手は、下記施設へ寄付させていただきました。
町内のコロナウイルス感染症拡大の影響による一部のプログラム活動中止に伴い、参加できなかった皆様に、
心よりお詫び申し上げます。
なお、下記プログラムは引き続き募集しておりますので、ご興味のある方は当センターまでご連絡ください。

活動終了後の皆さまからの感想です。
とても楽しかったです。

小学２年生 男の子

自宅で取り組める活動があって良かったです。

中学３年生 男の子

とてもやりがいがありました。

中学１年生 女の子

誰かの役に立つ喜びを感じることができました。

中学３年生 女の子

松伏総合公園で清掃＆散策

かしのき学童クラブでボランティア

ア体験プログラム事業』実施にあたって、
『彩の国ボランティ
誠にありがとうございまし
した施設等の皆様、
た。
ご協力いただきま
使用済み切手寄付先：養護盲老人ホーム ひとみ園
申し込みからボランティア活動までの流れ

① 下記メニューから活動したいプログラムを選ぶ。

② 松伏町ボランティアセンターへ申込む。 （注意）平日の活動については、学校がお休みの場合のみとします。
③ ボランティア活動開始
番号
１

２

※まずは、下記の連絡先まで電話または FAX にてご連絡ください。

プログラム
「児童館でボランティア」
来館者対応のお手伝い

「児童館で冬休みボランティア」
来館者対応のお手伝い

活動先
児童館

ちびっ子らんど
児童館

ちびっ子らんど

募集内容
随時（毎月第１月曜日除く）10：00 ～ 16：00 時間は応相談。
各日２名 中学生以上
真面目に取り組める方 活動日の７日前までに申し込まれた方
※ 37.5℃以上の発熱がある方は受入不可
12 月 24 日（土）～ 12 月 27 日（火）10：00 ～ 16：00 時間は応相談。
各日２名 中学生以上
真面目に取り組める方 12 月 16 日（金）までに申し込まれた方
※ 37.5℃以上の発熱がある方は受入不可

【共通事項】

※新型コロナウイルス感染症拡大防止等の影響により、中止となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※マスクを着用（持参）して活動先へ行き、その後は受入施設の指示に従って行動してください。
※活動前に必ず手指の消毒をお願いします。

※活動前に自宅で検温をお願いします。発熱症状がある方は受入できない場合がございます。

ボランティアセンター の お仕事
ボランティアセンターとは？
ボランティアセンターとは、ボランティア活動をしたい人と、ボランティアを必要とする人や団
体、施設等とのコーディネートを行っている所です。また、町民の皆さまに安心してボランティ
ア活動を行っていただけるように、ボランティア活動に関する相談や情報提供、講座の開催など
を行っています。他にも、活動中の事故等を補償するためのボランティア保険の手続きを行った
りしています。
「ボランティアを何か始めたい」、
「ボランティアについていろいろ聞きたい」などと思いましたら、
ぜひボランティアセンターにご相談ください。

相

談

ボランティア活動を
やってみたい方やボラ
ンティアを必要として
いる団体・施設、ボランティアの悩み
をお話したい方等の相談の受付をして
います。

育成・支援
ボランティア体験プロ
グラムの実施や、講座・
研修会の実施、ボラン
ティア団体への補助金交付、福祉体験
セットの貸出し、ボランティアグループ
会議の開催等を行っています。

福祉教育

広報活動

ボランティアの方々
と協力して、点字学習

ボランティアセン

や車椅子・白杖・アイ
マスク体験など、さま
ざまな福祉体験学習
を実施しています。

その他
災害ボランティア
センターの設置や
ボランティア派遣

等も行っています。

ターだよりの発行や
SNSで の 情 報 発 信 を
行 い、 積 極 的 に ボ ラ
ン テ ィ ア 活 動 をPRし
ています。

ティア
ボラン ー
センタ
だより

お気軽に松伏町ボランティアセンターまで
ご相談下さい。

松伏町ボランティアセンター

（松伏町社会福祉協議会）

埼玉県北葛飾郡松伏町松伏357
ふれあいセンターかがやき２階
Tel 048-991-2700 Fax 048-991-5341
受付時間：月曜～金曜の８：30～17：15
（祝日・年末年始を除く）

※体調がすぐれない方は活動をお控えください。施設により、受入できない場合がございます。

※ご家族の方で発熱症状がある方や体調がすぐれない方がいる場合は、
活動をお控えください。施設により、
受入できない場合がございます。
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※その他、受入施設のルールを守って活動してください。

松伏社協ホームページ

松伏社協フェイスブック

松伏社協 E-mail
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