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平成 22 年度

夏ボランティア体験
募集がはじまります！！

社会福祉協議会・ボランティアセンターでは、夏休みを中心とした７～８月
にかけて、市民を対象にボランティア活動への参加を呼びかけています。
自分の住んでいる地域で、ボランティアグループや福祉施設などでボランテ
ィア体験をしてみましょう。
メニューは、福祉施設、環境関連、地域密着、技術系と
子どもから大人まで参加できるたくさんの
メニューを用意しています。

【お申し込み】社協だより 6 月１日号にくわしくでていますので、よくお読
みになってお申し込みください。たくさんのご参加お待ちしています。

お問合せは、ボランティアセンターへ

私たちの

逸 品

総合クリーンセンター敷地内にある
「入間市花の郷福祉作業所」です。
季節の花の苗を仕入れて販売してい
ます。販売価格は 120～180 円位！
通所者は１８人、花の育成、販売を
主な活動としています。皆さんぜひ一
度足を運んでみてください
(*^_^*)
きれいな花がたく
さん。ガーデニング
にいかがですか！

い る ま し はな

花や野菜の出張販売もしています！！
★木曜日…健康福祉センター内「ドリームカフェ」店頭
★金曜日…市役所内「福祉の店」
今とっても高い野菜がなんと 100 円程度！
今週はどんな野菜があるのかな？

イタリア滞在レポート
☆上野恵利☆ Vol.8
５月前半現在、ミラノを始め多くのイタリアの
都市は１週間近く雨の日が続いています。
先月４月後半はアイルランドの火山の噴火で、イ
タリアの空港は一時閉鎖されニュースはその話題
で持ちきりでしたが、今は通常に戻り街は落ち着
いています。
現在私はミラノにある障害者のためのデイサー
ビス「ランコラ」でボランティアをしています。
週に一度の木曜日「短編映画を撮る」活動に参
加しています。活動中によく日本とイタリアの違
いを感じますが、最近感じる違いとして時間の流
れ方があります。
日本のデイサービスでは、活動の始めと終わり
に挨拶をしますが、イタリアではそれがなく、何
となく活動が始まって、何となく終わっていきま
す。
始め、この「何となく」がよくないことに思え
ましたが、最近はとても大切なことに思えます。
イタリア人は、日本人にはない時間の価値観を
持っています。大きな時間の流れの中で、ゆっく
りと時間を過ごしていきます。
活動中も、知的障害のある利用者は何十年後か
に思い返すとセピア色の映画のようになるような
時間を過ごしているようにみえます。こういう時
間の過ごし方は日本人には出来きにくく、イタリ
ア人ならではのものだと思います。
特別に輝いている時間を自ら設けられるのは、
イタリア人が持つ才能だと感じます。しかし、こ
のゆっくりした時間の流れの感覚は、熱心なデイ
サービスの指導員の勤務姿勢ゆえにすばらしい時
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
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入間市 花 の郷 福祉 作業所
営業時間：8:30～17:00
休日：土・日曜日、祝祭日
新久 127-1 総合クリーンセンター内
TEL/FAX：2934-7745

間になりますが、怠惰なイタリア人にかかると、
とんでもないことになります。
イタリアで頻繁に起こるバスや電車の遅れや、
郵便物が届かないことが少なくないなどの問題が
その結果だと思います。ですが、このイタリア人
の時間がよい面に出るときは、例えば自分がイタ
リアに滞在し続けたい理由を考えると、それだけ
で理由になる位、独特な魅力的な時間を持ってい
ます。
イタリアの映画は評価が高いものが多いです
が、多くのイタリア映画に流れている独特の雰囲
気も、イタリア人の持つ時間からくるものだと思
います。
デイサービスのボランティア活動から色々なイ
タリアの文化を感じますが、今後も引き続きまた
感じた違いを報告していきます。

写真：短編映画を撮る

〒358-0003 入間市豊岡 4-2-2（市民活動センター1 階）
みんなの手 6 月号（平成 22 年 5 月 24 日発行） －２－

ボランティア・市民活動が生み出す社会的効果・価値を考える

おもちゃ図書館 ありんこ

ボランティア・市民活動シンポジウム

おもちゃ図書館ありんこでは、障がい児をサポ
ートしている団体に、おもちゃの貸し出しと、手
作り布おもちゃを提供しています。
「こんな布おもちゃがほしい!！」と思うものが
あればちょっと声をかけてください。ボランティ
ア会員が手作りいたします！！
開催時間内でご都合の良い時間に来てください
※基本的に無料ですが、実費をお願いする場合が
あります。
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【会場】児童センター おもちゃ図書館
【日時】児童センターの開館日 9:00～17:00
※休館日：毎週月曜日と祝日（ただし、子どもの日は除く
（注）月曜日が祝日の場合は翌日も休館です。
年末年始（12月29日から1月3日まで）

【お問い合わせ】児童センター 担当：西澤・吉野・晝間
TEL：2963-9611
FAX：2963-9612

いるまファミリー・サポート・センター

ファミサポまつり
いるまファミリー・サポート・センターでは、
子育て中の方が顔見知りになって気軽に声をかけ
合い子育てが出来たらと考え、交流会を行ってい
ます。
親子で楽しく1日を過ごしてもらおうと工作や
ゲームなど楽しいコーナーがあります。市内で子
育て中の方ならどなたでも参加できます皆さんの
参加をお待ちしています。
昨
年
の
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【日時】7月17日（土）10:00～15:00
開催時間内でご都合の良い時間に来てください
【会場】市民活動センター『イルミン』3階
【内容】ゲーム・工作・読みきかせ・スタンプラリー等
【参加費】無料
【お問い合わせ】いるま・サポート・センター 担当:石川
TEL：2964-2666
FAX：2963-1072
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ボランティア・市民活動の全国的な動向や今日的な課題
を捉え、皆さまとともに、今後のあり方を展望することを
目的に開催します。
【日時】6月8日（火） 13:15～17:15
【会場】国立オリンピック記念青少年総合センター
センター棟1階104号室
【参加対象】ボランティア・市民活動推進機関・団体
関係者、活動実践者（ボランティア・NPOスタッフ
等）
、その他活動に関心のある方等。
【定員】200名【参加費】500円（当日支払い）
【申し込み】5/28（金）までに、「参加申込書に必要事
項を記入いただき、FAX 等で下記事務局まで
【お問い合わせ】「広がれボランティアの輪」連絡会議 事務局
TEL：03-3581-4656
FAX：03-3581-7858
e-mail：vc00000@shakyo.or.jp

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。

●社会福祉法人清水基金
一般助成事業
【内容】施設福祉及び地域福祉に必要な建物（新築、
改修、増改築）・車両・機器等
原則として1法人あたり50万円以上、700万円以内。
【助成対象】①障がい児・者福祉の増進を目的として
運営されている民間社会福祉法人施設の機能整備事
業 ②同上施設が行う、在宅福祉サービス等地域福
祉活動推進のための機能整備事業
【締切】7/31（土）（必着）
海外研修事業
【対象】民間社会福祉法人において、障がい児・者の
処遇等に従事しており、海外施設等において先進的
な課題を持ち、意欲的に挑戦する方。
【内容】①Aコース（３か月）３名 一人当り160万
円以内（予定） ②Bコース（1か月）3名 一人当
り80万円以内（予定）
【締切】6/30（水）（必着）
【申し込み・問い合わせ】社会福祉法人 清水基金
〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-12-2 朝日
ビルヂング 3 階

TEL：03-3273-3503 FAX：03-3273-3505
e-mail：shimizu-kikin@muc.biglobe.ne.jp
●公益財団法人太陽生命
助成事業〈ボランティアグループ等が行う事業〉
1件２０万円～50万円 合計2,000万円
研究助成〈老人保健、生活習慣病または高齢者福祉に
関する研究・調査への助成〉
1件3０万円～70万円 合計300万円
【締切】6/30（水）（郵送による必着）

【申し込み・問い合わせ】
公益財団法人 太陽生命厚生財団 事務局
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-11-2
太陽生命日本橋ビル内

TEL/FAX：03-3272-6268
URL：http://www.taiyolofe-zaidan.or.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。

☆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
済み切手 3 ㎏段ボール箱 3 個）⇒
使用済みインクカートリッジ２.３㎏（エプソン・キ
ャノン製）を県内深谷市の養護盲老人ホームひとみ
園に送りました。ご協力ありがとうございました。

さしあげます！
市民の方からフロッピーディスクと感熱紙を寄贈して
いただきました。
希望される方は、ボランティアセンターまでご連絡の上
お越しください！！

●3.5 インチフロッピーディスク（新品）
2HD
10 ディスク入り×4 パック
●ワープロ用感熱紙（新品）
A4 サイズ 100 枚入り×33 冊
B5 サイズ 100 枚入り×1 冊

ボランティア活動保険の加入手続きはお済ですか？
平成２２年度の保険料（掛金）は下記のとおり。

☆ひとみ園から報告がありました☆
みなさんのご協力により、ひとみ園の新園舎が平
成 22 年 1 月 30 日に完成いたしました。
御寄贈頂きましたものは、次のような事に使用さ
せて頂きます。
１．入園されている方々の生活内容を充実させる
２．入園者の居室を全室一人部屋にするための新園
舎を建設する。
３．入所定員を増やすための増築園舎を建設する。
４．全国の盲人が集う場としての日本盲人スポーツ
文化交流センターを建設すること等。
御配慮誠にありがとうございました。

☆使用済み切手の整理のボランティア
一緒にやってみませんか？☆
毎月第２・４木曜日（祝日の場合はお休みです）
１３：００～１５：００
※はさみ持参
くわしくは、ボランティアセンターまで

基本タイプ

A プラン ２８０円
B プラン ４２０円
天災タイプ 天災 A プラン ４９０円
天災 B プラン ７２０円
（天災タイプ＝基本タイプ＋地震・噴火・津波）

補償期間は 4 月 1 日～平成 2３年 3 月 31 日です。
途中で加入する場合も掛金はかわりません。
個人でも、団体でも加入ができます。
この他に、ボランティア行事用保険や在宅福祉サ
ービス総合補償などの保険もあります。
※平成１８年度から市内の各団体との連携を図るた
めに、活動内容を正確に把握させていただくため、
具体的な活動内容を確認していますので、ご了承く
ださい。
☆社協・ボランティアセンター窓口にお越しいただ
き、加入手続きをお願いいたします。
☆手続きの際には、印鑑を忘れずに。

ふくうえ かい」さんを紹介します・・・「ろうけんお花見」という本を出版しました。

「

ふくうえさんがボランティアセンターに初めて関わったのは、ボランティア活動に参加していた
学生のころです。活動していくうちに、介護に興味を持ち、現在は介護老人保健施設で働く社会人
になりました。主人公と同じように、介護老人保健施設で悩み、喜び、ガムシャラに働いています。
本の内容は、老健で働く若者の仕事ぶりや、自分もいつか年齢を重ね、必ず突きあたる介護とい
うものの現状を今から考えよう！と思わせるものになっています。一読してみては！！
本名は非公開。取材は、4 月号掲載の「ドーリーム・カフェ」でランチをご一緒しながらでした。
★ボランティアや老健のことなど幅広くとらえた連続記事を書いて頂こうと企画中！お楽しみに！

「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
●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

●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、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
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“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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