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東北地方太平洋沖地震により被災されたみなさまに
心よりお見舞い申し上げます。
みんなの手をごらんのみなさん、私たちにもできることはたくさんあります。
被災地の早期復興のためにも、みなさん応援しましょう！
まずは、遠隔地からでもすぐにできる支援として、義援金や災害ボランティア活動の資金への募金の
形をとるなどのご配慮をお願いいたします。
ボランティア活動を考える際には、災害復旧作業に尽力している被災地の負担を少しでも軽減させる
ため、ご理解とご協力をお願いいたします。

ボランティアや支援活動を考えているみなさんへ
被災地の状況が報道されるに従い、支援を希望する動きが高まっていますが、現地ではまだボランテ
ィアの受け入れ準備が十分にすすんでいない状況です。そこで、特に次の 4 点に注意していただきたい
と思います。

１．被災地へのボランティアについては、詳報をおまちください
多くの被災地では被害状況等の情報収集を行っています。
沿岸部を中心に被害の大きかった地域では、外部からは災害対応に詳しい組織に限って救援活動が行われて
います。
その他の人々は、今なお現地に入れない状態が続いています。
その他の地域も、一部地域を除いて、被害の状況把握やボランティアニーズの把握を急いでいる段階で、
災害対応の経験のある組織以外はボランティアの活動の基盤が整っていない状況にあります。
今後、被害の状況把握とボランティアの受け入れ態勢が整い次第、全国的な支援の呼びかけを行う予定で
す。 ボランティア募集等に関する新しい情報は随時発信されます。できる限り、ホームページで情

報を確認いただくようお願いします。
（全国ボランティア・市民活動振興センター http://blog.goo.nr.jp/vc00000/）

2．支援物資の送付は都道府県等を通じてお願いします
被災地に、個人から多くの物資が送られますと、量の多さや物品の仕分けの困難さ等でせっかくの善意の
物資がかえって、被災地の大きな負担がかかることになる恐れがあります。

そのため、現在、被災地では個人からの直接の送付は受け付けていない状況です。
物資については、都道府県が取りまとめて被災地に送付するルートが確立されてきていますので、都
道府県のホームページで詳細をご確認ください。
また、社会福祉法人、NPO 法人でまとめて送る動きもありますのでそこへの参加も考えられます。

3．災害時のボランティア活動について
災害ボランティア活動には大きな期待が寄せられますが、一方でボランティア活動が被災地の人々や他の
ボランティアの負担や迷惑にならないよう、ボランティア一人ひとりが自分自身の行動と安全に責任を持つ
必要があります。
災害救援ボランティア活動に参加する際の基本的な注意事項をみんなの手最終ページに掲載しましたの
で、ごらんください。

4．ボランティア活動保険の加入について
ボランティア活動保険は、出発地の社会福祉協議会で加入いただきますようお願いいたします。

「手しごと」の会場に行ってきました！

みんなの手 100 号発行記念講演

みんなの手 3 月号（№097）で紹介された「ぬ
くもりの輪和話 第 7 回 手しごと」
（障がい者施
設製品の展示・即売会）に行ってきました！
一つとして同じものがない、形・色のぬくもり
が伝わってくる作品の数々でした。
ちなみに私は、草木染めのステキな色合いの風
呂敷を買いました。

重度身体障がい者

シモーネさんのお話し
みんなの手１００号発行を記念し講演会を
開催します。重度身体障がいがありながら、
手を使わずに体の一部でマウスを操作するソ
フトの開発、販売をてがける講師の話を聴き、
みんなで交流を深め、地域福祉について考え
よう。
（要約筆記・手話通訳あり）
【講師】シモーネ・ソリア 氏（有限会社ＡＩＤＡ社長）
上野 恵利 氏（講師兼通訳）
【日時】5 月 30 日（月）午後 1 時 30 分～4 時
【場所】市民活動センター「イルミン」
【定員】先着 100 名
【申し込み･お問い合わせ】

ボランティアセンターまで TEL、FAX または
E メールにて、お名前と連絡先をお知らせ
ください。
TEL:2964-0486 FAX:2963-1072
E メール iruma_vc@atlas.plala.or.jp

記事・写真
みんなの手ボランティアスタッフ・本田
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今回、この大震災では
多くの命が亡くなってそ
して残された人がたくさ

はじめに、今回の東北地方太平洋沖地震により
被害を受けた方にお見舞い申し上げます。

んいて、日本が大きな丌
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それに対して何もできま

今回の大惨事を知って、人間はそれでもなんと

せんが、この詩と共に心

してでも生きていかなければいけないんだと改

からエールを送りたいと

めて思います。今、私は重度身体障がい者である

思います。

恋人と一緒に暮らしていますが、彼のどこに魅か
れたのだろうと思うと、生きようとする闘志のよ
うなものに魅かれたのだと思います。
彼が顔の一部を使ってパソコンを使い仕事を
している姿を見たとき、彼から出ている気迫に驚
き、そしてそれがとても魅力に思えました。
世間ではかっこいい人というと、スタイルがよ
くて顔がきれいでというひとつの基準がありま
すが、私にはそれに勝ってそういう彼の姿が尊
く、魅力的に見えます。
彼が１９歳のとき（今から１３年前）に書いた
詩があります。私はこれを読むたびにエネルギー
をもらいます。

僕は闘いたい。
自分の魂の武器と、自分の心の本能と共に。
そして勝ちたい。
おそらく去っていかないこの障害を越えて。
自分に対して無理だ、できないと言った人に
対して大声で叫ぶ。
彼らに対して、それが実現可能なことを、自
分の心の痛みをも超えて証明する。
疲労と回復を繰り返す。そして、はじめより
もっと強くなって再び出発する。
明日も僕はここにいる。僕はここにいる！
シモーネ・ソリア
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平成 23 年度
ボランティア養成講習会のお知らせ
平成23年度に入間市社会福祉協議会が主催する
ボランティア養成講習会、講座をお知らせします。
開催時期などの詳細は未定ですが、決まり次第
社協だより、みんなの手でお知らせします、お見
落としのないように！

○手話奉仕員養成講習会（基礎課程）
※入門課程を学んだ方が対象です。
○傾聴ボランティア養成講習会
※傾聴ボランティアについての役割を学びボラ
ンティア活動に活かす。
○点訳ボランティア養成講習会
※このページ内に募集記事掲載あり。
○共学支援ボランティア講座
※このページ内に募集記事掲載あり。
【問い合わせ】入間市ボランティアセンター

点訳ボランティア養成講習会
入間六ツ星のメンバーたちが楽しく・わかりや
すく、視覚障がい者の文字である「点字」の世界
へご案内します！
【対象】市内在住・在勤・在学の18歳以上の方で、
点訳ボランティア活動に参加できる方。
（初心者）
※全日程に参加できること
【日時】5/12（木）～7/28（木）の間
計10回（6/9、7/14は除く）
13:30～15:30
【定員】15人
【会場】市民活動センター「イルミン」
※テキスト代が必要です。
【申し込み、問い合わせ】
4/1（金）～4/25（月）までに電話・FAX・Eメ
ールにより入間市ボランティアセンターまで。
TEL:04-2964-0486 FAX:04-2963-1072
Eメール iruma_vc@atlas.plala.or.jp

共学支援ボランティア講座
埼玉県では、障がいのある子とない子が一緒に学
ぶ機会（支援籍）を拡大しています。今年で7回目の
ボランティア講座です。共催は、狭山市・飯能市社会
福祉協議会、狭山特別支援学校、同校PTAです。講座
内容は、狭山特別支援学校の子どもたちとの交流・授
業体験などです。各回には講座終了者（サポーター）
が一緒に参加します。
知的障がいのある子どもたちとの出会いから、私た
ちができることを一緒に考えていきませんか？
【対象者】障がいのある子どものことを理解して、受
講後、地域でボランティア活動に参加できる方
【定員】１０人 （※全日程参加できる方）
【会場】狭山特別支援学校（狭山市笹井2958）ほか
【日程】下記表のとおり
日
時
内
容
オリエンテーション
5/20（金）14：00～16：00
狭山特別支援学校概要見学
5/28（土）9：45～14：00 運動会見学（時間内で自由に参加）
くれよんの会による「知的障がい体験」
6月中旬
保護者のお話
授業体験
6/21（火）8:30～15:30
6/30（木）8:30～15:30
特別支援学校の授業に参加
ボランティア体験
7月中旬
サマーカーニバル（PTA行事）に参加
7/22（金）15:00～17：00 ふりかえり・座談会
【参加費】280円（ボランティア活動保険代）
【申し込み】4/1（金）～5/9（月）までに参加費と印鑑
をご持参のうえ直接ボランティアセンターへ
「支援籍」ってなあに？
障がいのある児童生徒が通常学級や特別支援学級特別支
援学校を状況に応じて行き来できる制度。
特別支援学校から、居住地の通常学級での授業に参加した
り、小、中学校の通常学級の子どもがケースに応じて特別支
援学級や特別支援学校で専門的な教育を受けたりすることが
できる。

東北地方太平洋沖地震に係る

義援金にご協力ください
義援金箱の設置場所
・市民活動センター「イルミン」内（豊岡 4-2-2）
・豊岡北地域包括支援センター内（黒須 2-3-13）
・扇台福祉作業所内（扇台 2-7-26）
※共同募金会を通じ被災地に配分される予定です。
義援金の振込先
通信欄に氏名、住所、電話番号を明記
中央共同募金会
りそな銀行 東京公務部（295） 普 0036576
口座名義：社会福祉法人 中央共同募金会
三菱東京 UFJ 銀行 本店（001） 普 0031265
口座名義：社会福祉法人 中央共同募金会
三井住友銀行 東京公務部（096） 普 0155400
口座名義：社会福祉法人 中央共同募金会災害口
ゆうちょ銀行 00170-6-518
口座名義：中央共同募金会 東北関東大震災義援金
日本赤十字社
ゆうちょ銀行 00140-8-507
口座名義：日本赤十字社 東北関東大震災義援金
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災害時のボランティア活動について
ここでは、災害救援ボランティア活動に参加する際の基本的な注意事項についてご案内します。災害救援
ボランティア活動への参加の参考としてください。
1.災害救援ボランティア活動は、ボランティア本人の自発的な意志と責任により被災地での活動に参加・行動
することが基本です。
2.まずは、自分自身で被災地の情報を収集し、現地に行くか、行かないかを判断することです。家族の理解も
大切です。その際には、必ず現地に設置されている災害救援ボランティアセンターに事前に連絡し、ボランテ
ィア活動への参加方法や注意点について確認してください。災害救援ボランティアセンターの連絡先は、本
会のホームページでもお知らせしています。 http://www.shakyo.or.jp/saigai/katudou.html
3.被災地での活動は、危険がともなうことや重労働となる場合があります。安全や健康についてボランティアが
自分自身で管理することであることを理解したうえで参加してください。体調が悪ければ、参加を中止すること
が肝心です。
4.被災地で活動する際の宿所は、ボランティア自身が事前に被災地の状況を確認し、手配してください。水、食
料、その他身の回りのものについてもボランティア自身が事前に用意し、携行のうえ被災地でのボランティア
活動を開始してください。
5.被災地に到着した後は、必ず災害救援ボランティアセンターを訪れ、ボランティア活動の登録を行ってくださ
い。
6.被災地における緊急連絡先・連絡網を必ず確認するとともに、地理や気候等周辺環境を把握したうえで活動
してください。
7.被災地では、被災した方々の気持ちやプライバシーに十分配慮し、マナーある行動と言葉づかいでボランテ
ィア活動に参加してください。
8.被災地では、必ず災害救援ボランティアセンターやボランティアコーディネーター等、現地受け入れ機関の指
示、指導に従って活動してください。単独行動はできるだけ避けてください。組織的に活動することで、より大
きな力となることができます。
9.自分にできる範囲の活動を行ってください。休憩を心がけましょう。無理な行動は、思わぬ事故につながり、
かえって被災地の人々の負担となってしまいます。
10.備えとして、ボランティア活動保険に加入しましょう。

使用済み切手の整理の会 ボランティア一緒にやってみませんか？
どなたでも参加できます。直接お越しください。 （祝日の場合はお休み）
【日時】毎月第 2・4 木曜日
13:00～15:00
【場所】市民活動センター3 階
【持ち物】はさみ
【問い合わせ】ボランティアセンター

「みんなの手」は下記の場所に置いていただいています
●入間市役所（市民ホール・市政情報コーナー・福祉の店） ●市立図書館（本・分館） ●支所 ●公民館 ●市民会館
●産業文化センター ●健康福祉センター ●市民体育館 ●児童センター ●青少年活動センター ●武道館
●博物館アリット ●リサイクルプラザ ●文化創造アトリエ アミーゴ ●農村環境改善センター
●老人福祉センターやまゆり荘 ●シルバー人材センター ●勤労者福祉サービスセンター ●入間市内の各郵便局
●市内福祉施設 ●市内地域包括支援センター・在宅介護支援センター
★豊岡…丸広百貨店入間店（掲示）
、入間ショッピングプラザ・サイオス、マイリゾートダイニング、Ｕアリーナ
★宮寺…小林病院 ★野田…ふらいぱんや ★下藤沢…理容ナガサワ、ヨークマート武蔵藤沢店
★久保稲荷…玄米菜食＆カフェ SAIEN
■入間市理容組合加盟店（使用済み切手の回収協力）
“みんなの手”を置いたり、掲示していただけるお店など募集しています。
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