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年末を迎え、支援を必要とされている市内の方々に尐しでも明
るいお正月を迎えていただくため、募金運動を展開いたします。
みなさまには、何かと出費のかさむ折、決して強制ではありま
せんが、趣旨をご理解いただきご協力下さいますよう、お願い申
し上げます。

「みんなでささえあうあったかい地域づくり」
☆運動重点期間「１２月１日～１２月３１日
☆ス ロ ー ガ ン

障がいのある方に、支援活
動をおこないます。

地域でひとり暮らしや寝た
きりの高齢者の方への支援
をおこないます。

地域に住
むみんなが「安心・安全」
に暮らすことができるま
ちづくりを進めます。
お問合せは、ボランティアセンターへ

扇台福祉作業所より

たくさんのお客様におこしいただき
ありがとうございました！
扇台福祉作業所はどんな所なの
か、作業所でどんな障害をもった
人達がどのような活動をしている
のか、地域の方達に知っていただ
き理解されることによって、住み
やすい社会の実現につながればい
い。そんな願いをこめて「扇台福
祉作業所地域公開日」を開催いた
しました。
天候に恵まれた作業所地域公開
日は、予想を上回る多くの方達が
来て下さいました。
紙すき、藍染め、手織り、ハー
ブの入浴剤作り等、いろいろな作
業体験を通して皆さんと、とても
よい交流ができました。自分達の
仕事を説明する顔は誇らしげで輝
いていました。

イタリア滞在レポート
☆上野恵利☆ Vol.3
今回は、福祉の話題とは離れますが、私が
感じたイタリア（ミラノ）の社会の雰囲気か
ら感じうけることについて書きたいと思い
ます。
ミラノは治安が悪いわけではありません
が、日本ほどよくありません。
ミラノでは外国人に対する人種差別はほ
とんど無い様に感じていますが、ジプシーと
呼ばれる人たちは、中にはスリなどの犯罪を
起こす人もいるため一線をひかれています。
また経済の栄えていない国から出稼ぎに来
ている人たちへ対する態度にときどきに隐
たりを感じることもあります。

凛として生きている姿をみるとはっとしま
す。そして改めてしあわせの意味を自分に問
い直したくなります。
私が今感じているような殺伐とした世の
中の雰囲気や、単純な金銭的、階級的な価値
観はどこの社会にもあるものだと思います
が、いつかもっと人と比較することなく自分
が自分でいられる、他人との違いを偏見なし
で認め合える豊かな世界になればと思いま
す。

イタリアの社会の中にも「お金持ちは成功
者で幸せ、お金のない人は敗者で丌幸せ」と
いう単純な考えがあると感じます。こちらに
いる外国人の中には想像を超えるような厳
しい状況の人もいて、そういう中、プライド
をもって生きている人たちの姿を見ると感
動します。世の中の単純な考えに左右されず

ミラノ中央駅

◆上野さんへのメッセージはボランティアセンターまで!! お待ちしてます！
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TEL ２９６４－０４８６ FAX ２９６３－１０７２
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はっぴいにゅういやーコンサート２０10
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22年1月30日（土）
13：30開演（開場13：00）
【場所】産業文化センター
【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：中村、田代）
TEL:2953-1612
埼玉県立日高特別支援学校

「ボランティアスキルアップ研修会」
「肢体丌自由児の介助」に関するボランティア
の養成講座を開催します。
【内容】
実習「介助ボランティア体験」
講義《本校の現状と児童生徒の実態などの説明》
《ボランティアとしての心構えと活動事例》
《摂食指導について（演習）》
《特別支援教育の国県の動向・施策》
【日時】平成22年2月1日（月）、2日（火）
9：00～16：20
【会場】埼玉県立日高特別支援学校（日高市高富59-1）
【参加費】無料
【申し込み・問い合わせ】
平成22年1月15日（金）までに
埼玉県立日高特別支援学校 教頭まで電話また
は直接申し込み。 TEL:042-985-4391

福祉の仕事合同面接会
福祉の就職総合フェア 2009

【内容】
・求人施設との個別相談コーナー。
・資格相談等多種多様なコーナーを設置。
・福祉人材センターコーナー。
（求職登録・紹介状・その他相談）
・入退場自由・事前申込丌要・参加費無料・履歴書持参 。
【対象者】
・福祉の仕事に関心がある人、希望する人。
（無資格でも可の求人あります）
・大学・短大等の進路指導担当者。
※求職活動証明書の発行可能。
【日時】平成22年2月19日（金）
13：00～15：30（受付時間12：30～15：00）
【会場】彩の国すこやかプラザ（JR不野駅西口 徒歩10分）
さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65
【問い合わせ】
社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会 福祉人材センター
TEL:048-822-1191（月～金、祝日を除く）
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

シニア傾聴ボランティア養成講座
～スキルアップ編～

ロールプレイやグループワークをとおして、よ
り高度な傾聴の技法や事例研究を学びます。
【日時】
平成22年2月2・9・16・23日、3月2日
10:00～15：00（火曜日、全5回）
【会場】埼玉会館 7B会議室
【定員】一般20人程度（受講者総数50人）
1.概ね55歳以上で、全日程に参加することができる方 。
2.傾聴ボランティア活動をしている方でスキル
を高めたい方、または財団及び他の機関が主催
する傾聴訓練等同種の講座を修了した方。
【受講料】無料
【申し込み・問い合わせ】
12/25（金）必着
往復はがきで①講座名 ②住所 ③氏名（フリガナ）
④年齢 ⑤電話番号 ⑥傾聴ボランティア関連学
習歴等（箇条書き）を明記し下記の申込先まで。
〒362-0801 伊奈町小針内宿1600
埼玉県県民活動総合センター内
（財）いきいき埼玉 いきがい支援担当
TEL:048-728-7951 FAX:048-728-7130
【結果通知】定員を超えた場合には、選考の上、
抽選で受講生を決定します。
1/15（金）頃までに通知します。

平成２２年度 助成金情報
くわしい内容については、ボランティアセンター
もしくは、団体へお問合わせください。

●ヤマト福祉財団
障がい者福祉助成金
【対象】障がい者の工賃向上や自立と社会参加へ
の支援に直結する事業。
【助成金額】一件当り上限額 100万円
【申し込み】「助成金申請書」に必要事項を記入
の上送付。12/1（火）～12/31（木）消印有効。
※FAXによる申込みはご遠慮ください。
【送付・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
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。～

ゆずります！

☆ボランティアセンターから報告します☆
市民のみなさんから届けられ、ボランティアさ
んによって整理された使用済みプリペイドカー
ド 6,450 枚を財団法人ジョイセフに送りました。
発展途上国で推進している「ホワイトリボン運動」
の活動資金に活用されます。
ご協力ありがとうございました。

ヤマハエレクトーン 1 台

☆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？

モデル：FE-50
SER№043475

12 月
第２木曜日

※古い型ですが大切に使用してくださる方に
おゆずりします。提供者が配送の予定ですが、
ご相談ください。

13：00～15：00

平成 22 年 1 月
第２・４木曜日 13：00～15：00

【問い合わせ】ボランティアセンターまで。

はさみ持参
くわしくは、ボランティアセンターまで。

福祉映画会大入り!!
11 月 21 日（土）に市民会館で行われた「福祉映画会」は おくりびとが
上映され、お越しいただいたお客様からは、
「とてもよかった！次回も楽し
みにしています」という声がたくさん聞かれました。

仲間づくりの第一歩

次号のお知らせ

ボランティア登録しませんか！

ボランティア活動の推進を図るため、個人ボランティ
ア・地域福祉活動を行う団体、演芸ボランティア（個人・
グループ）の情報登録を行っています。
随時、新規の相談・受付もしておりますので、
ぜひお気軽にボランティアセンターまでお越しください。

1・2 月合併号の発行予定は
1 月 25 日（月）です。
掲載希望原稿は
1 月 12 日（火）
までにお願いします。

◆◆◆11 月 26 日現在の登録状況です。◆◆◆
ボランティア･･･個人２８名、１７団体。
演芸ボランティア･･･個人 7 名、９グループ。

「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）
●産業文化センター
●博物館アリット

●健康福祉センター
●リサイクルプラザ

●老人福祉センターやまゆり荘
●市内福祉施設

●市立図書館（本・分館）

●市民体育館

●児童センター

●文化創造アトリエ

●シルバー人材センター

アミーゴ

●支所

●公民館

●市民会館

●青少年活動センター

●武道館

●農村環境改善センター

●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、
こどものいえ幸保育室、Ｕアリーナ
★宮寺…小林病院
★下藤沢…理容ナガサワ、ヨークマート武蔵藤沢店

★野田…ふらいぱんや

“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。
お問い合わせは、ボランティアセンターへ。
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