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昨年実施した主な事業
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低所得世帯歳末慰問事業
ひとり暮らし高齢者世帯支援事業
重度心身障がい者激励事業
福祉映画会
母子・父子家庭激励事業
ひとり親家庭支援事業

歳末たすけあい募金は、新た
な年を迎える時期に、支援を必
要とする人たちが地域で安心
して暮らすことができる
よう、様々な福祉に
係る支援活動に
活用されて
います。

ご協力お願いいたします！！

でっかいスクリーンで“旭山動物園物語”を観てきました！
１１月２１日（日）市民会館にて、社協主催の福祉映画会「旭山動物園物語」が行われました。
今回、狭山特別支援学校に通う子どもたちの余暇活動の一つとして、「共学支援サポーターと一緒に映画を
観よう！」というイベントを計画しました。
当日は、狭山特別支援学校の児童・生徒さん１４人が共学支援サポーターさん１０人と一緒に、大きな会場
の大きなスクリーンで映画を観ました。みなさんの感想をお届けします。
共学支援サポーターとは？
入間市・狭山市・飯能市社協、狭山特別支援学校、
同校ＰＴＡで養成した「支援籍」を応援する地域の
ボランティアメンバーです。

共学支援サポーターさんと狭山特
別支援学校の先生、狭山市社協が
参加、協力してくれました。

共学支援サポーターの感想から…
○映画が始まり会場が暗くなると、暗さに慣れない
子や尐し興奮気味の子、それに場面がかわるごとに
理解し、サポーターと頷き合う子と、今回も皆楽し
んでいました。
共感しあえる時間を持て、感謝しています。
○音の苦手な生徒さんでしたが、最後まで騒ぐこと
もなく静かに観ていました。この映画をキッカケに
映画館でも観られたらいいなぁと思います。私も一
緒に楽しませていただきました。

生徒さんの感想から…（高等部３年・女子）
○今日は、大きなスクリーンで見れてとてもよかった
です。トラがすごくかわいかったです。液野先生と一
緒に見れて、色々な話をしながら見たので楽しかった
です。また、来年も見たいなぁ～と思ってます。
保護者の感想から…（高等部３年・男子の保護者）
○小学校の低学年の時にハリーポッターを観に行っ
て以来の映画鑑賞でした。今回はボランティアさんの
付き添いのおかげで観ることができました。「何の動
物が出たの？」の質問に目を輝かせて答えてくれまし
た。ありがとう。

イタリア滞在レポート
☆上野恵利☆ Vol.14
早いもので今年ももう１１月です。日本でも紅葉がきれいだとインターネ
ットのニュースで見ましたが、ここモデナでも銀杏の黄金が輝いています。
先月号にもご報告しましたが、私は７月にミラノからモデナに引っ越して
きました。それはモデナで重度の身体障害を持ちながら障害者のためのパソ
コンのソフトの会社を経営している人と会い、その会社で働くことになった
ためです。そして現在その彼は私の恋人となっています。
これまで、日本とイタリアの福祉の現場から感じる文化の違いや、国際交
流などの目的を持って、イタリアに滞在してきましたが、今までの目的に加
え、今は地域社会での人との関わりについて関心があります。
それは彼が地元で、会社を立ち上げ、順調に生活している姿から関心を持
ちました。
彼を巡る彼の家族の動きや、親戚、近所の人、友達の動きが、何かの手本
のように正しく回っているように見えます。
この夏、日本に帰国したとき満員電車の中で、またパソコンによってすべ
て管理され店員と会話する必要のない回転寿司店で日本人の人との関わりの
希薄さを感じ、寂しく思い、また逆に日本のボランティア活動（みんなの手
制作や、定年退職後の時間を地域に貢献するボランティアとして参加する活 「モデナの大聖堂とギランディーナの塔
（現在修復中）世界遺産」
動）を見て、感動もし、日本でも人との関わりについて考えさせられました。
都会ミラノの福祉施設に住んでいたときにはイタリアの地域社会は見れず、そのような世界を知りませんで
したが、モデナに来て町の小ささからも、彼の存在からもイタリア人の地域の社会がみえます。
これからは、そのようなこともご報告できたらと思っています。
社会福祉法人入間市社会福祉協議会◇入間市ボランティアセンター
TEL ２９６４－０４８６ FAX ２９６３－１０７２
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市民提案型事業のススメ

はっぴいにゅういやー
コンサート２０１１

ロジックモデルで協働事業
組織のミッションを実現するための見取り図を
使って協働事業の演習を行います。実際の市民提
案事例から提案力と実践力を学び、団体力をみが
きます。協働事業に興味のあるみなさん、ふるっ
てご参加ください。
【講師】犬塚裕雅氏（一般社団法人CAT代表理事）
【対象】市民活動団体、市民、市職員 定員30人
【日時】12月8日（水）18：00～20：00
【会場】市民活動センター(イルミン内)活動室1
【参加費】200円
【問い合わせ】
まちづくりサポートネット元気な入間、入間市
TEL:2964-2511
秋草学園高等学校

「特別講演会」 Agein 出会い
「平成の駆け込み寺」として紹介、活躍されて
いる“やんちゃ和尚”をお招きしての特別講演で
す。お気軽にご参加ください！！
【日時】12/11（土）
14:00～15:30（受付13:30～）
【会場】秋草学園高等学校内「秋草記念館」
【講師】廣中 邦光（ひろなか くにみつ）氏
【対象者】一般（無料）
【無料バス】
〈往き〉各13:00発 〈帰り〉当校各15:45発
西武新宿線新所沢駅西口、JR川越駅西口、西武
池袋線稲荷山公園駅北口、JR東所沢駅、東武東
上線ふじみ野駅東口
【問い合わせ】秋草学園高等学校 事務部
〒350-1312狭山市堀兼2404
TEL:2958-4111

精神保険福祉ボランティア講習会
あなただから できること
できることから はじめの一歩
【日時・内容】各日とも 10：00～12：00
平成 23 年
1/29 （土）講義
2/ 5（土）講義
2/12 （土）講義
2/19（土）交流
2/26 （土）交流
【場所】健康福祉センター
【対象】市内在住・在勤・在学の 18 歳以上で、
精神健康福祉活動に関心があり、ボランティア
として地域の活動に参加してみたいと思う健康
な方（全日程に出席できる方）
【定員】30 人 【参加費】300 円（資料代等）
【申し込み・問い合わせ先】12/21（火）から
先着順申込受付（TEL・FAX・E ﾒｰﾙ）
入間市社会福祉協議会・ボランティアセンター
TEL：2964-0486・FAX：2963-1072
E ﾒｰﾙ：iruma_vc@atlas.plala.or.jp
社会福祉法人入間市社会福祉協議会◇入間市ボランティアセンター
TEL ２９６４－０４８６ FAX ２９６３－１０７２

このコンサートでは、障がい
のある方も小さな子どもたちも
誰もが自分たちのペースで気楽
にナマの音楽に接することができる、また聴く人
も出演者もともに楽しめる音楽会づくりを目指し
ています。
【内容】和太鼓、リコーダー、ハワイアン、室内
管楽アンサンブル、フォークソング、バンドなど。
※入場料は無料です。どなたでも入場できます。
【日時】平成23年1月29日（土）
13：00開演（開場12：30）
【場所】産業文化センター・ホール
【問い合わせ】はっぴいコンサート実行委員会
（狭山特別支援学校：田代）TEL:2953-1612
第2回

埼玉県障害者アートフェスティバル
障害者の作品の芸術性・創造性に着目した、舞
台芸術や美術のイベントを開催しています。
【期間】12/7（火）～平成23年1/30（日）
詳しくはホームページをごらんください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/festival/

平成２3 年度 助成金情報
くわしい内容については、各団体もしくは、ボラン
ティアセンターへお問合わせください。

■公益信託むさしの緑の基金
【対象】県内の自然環境保全及び創出に資する活動
【金額】必要金額の範囲内でかつ 100 万円以下
【締切】12/24（金）
【申し込み・問い合わせ】
三菱 UFJ 信託銀行株式会社 リテール受託業務部
公益信託グループ 担当：天願・大槻
〒100-8212 東京都千代田区丸の内 1-4-5
TEL：03-6214-6251
申請書ダウンロード
http://www.musashinobank.co.jp
■障がい者福祉助成
障がい者施設・団体を対象に障がい者の自立と
社会参加に関する事業への助成
【金額】一件当り上限額 100 万円
【受付】12/1（水）～12/31（金）当日消印有効
【問い合わせ】
財団法人ヤマト福祉財団（福祉助成金事務局）
〒104-0061 東京都中央区銀座 2-12-15
TEL：03-3248-0691 FAX：03-3542-5165
URL：http://www.yamato-fukushi.jp/
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ボランティア活動に関する相談を受け付けています。くわしくはお問合せください。

老健（介護）の現場から Vol.6
現場④

☆使用済み切手の整理の

ボランティアを一緒に
やってみませんか？

最近寒い日朝が多くなってきましたが、老健
の朝は暖房があるので暖かいです。

【日時】毎月第２・４木曜日
13:00～15:00
（祝日の場合はお休みです）
【場所】市民活動センター3 階 【持ち物】はさみ
どなたでも参加できます。直接お越しください。

老健の朝（起床）はどんな感じでしょう？
私たち職員は、10～15 人の患者さんを
職員が一人で起床介助しながらベッドから
起こし、パジャマを洋服にと着替えを手伝
ったりしながら、ナースコールの対応、ト
イレ誘導などをしています。

♡♡♡ご協力感謝します！！♡♡♡
ボランティアさんによって整理された使用済み切手 11
㎏（写真）
、使用済みインクカートリッジ 4.7 ㎏（223 個）
を県内深谷市の養護盲老人ホームひとみ園へ、使用済みプ
リペイドカード 4,150 枚をジョイセフに送りました。
★使用済み切手 プリペイドカード メータースタンプ
は、収集家や業者を通して換金され、国際援助や福祉の分
野に活用されています。
ボランティアセンター、健康福祉センター、入間市理容
組合加盟店にお持ちください!!
※プリペイドカードの回収について
諸般の事情により、今年度をもって終了いたします。
ご協力ありがとうございました。

ふくうえ かい

お知らせ
次号 1･2 月合併号の発行予定は
1 月 24 日（月）です。
掲載希望原稿は 1 月 11 日（火）まで
にお願いします。

年末年始お休みします
12 月 29 日（水）～1 月 3 日（月）
業務をお休みします。
入間市社会福祉協議会
入間市ボランティアセンター
2011 年もよろしくお願いします

奄美市豪雨災害義援金を受け付けています
平成 22 年 10 月 20 日に発生した豪雨災害のみなさまに対する義援金の
お申し出につきまして、下記のとおり口座が開設されています。
ご協力よろしくお願いいたします。
◆義援金名称：「奄美市豪雨災害義援金」
実施主体：鹿児島県奄美市
受付期間：平成 23 年 3 月 31 日（木）まで
鹿児島銀行大島支店 普通預金
口座番号：１４８０７９１
口座名義：奄美市豪雨災害義援金（アマミシゴウウサイガイギエンキン）
「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
新たに置いていただく
■入間市理容組合加盟店（使用済み切手の回収協力） ことになりました！
“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。
社会福祉法人入間市社会福祉協議会◇入間市ボランティアセンター
TEL ２９６４－０４８６ FAX ２９６３－１０７２
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