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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
入間市豊岡 4-2-2（入間市市民活動センター『愛称：イルミン』１階）
【Tel】04-2964-0486 【Fax】04-2963-1072 【HP】http://www.iruma-shakyo.or.jp
【E メール】iruma_vc@atlas.plala.or.jp【担当】金子・渡部

福祉功労者に対する顕彰と市民のみなさまへ社会福祉協議会を
知っていただくための PR をかねて、平成２４年度入間市福祉大会を開催します。
第２部は、講演とアカペラの公演をおこないます。是非お出かけください！
（手話通訳・要約筆記あり）

日時 8 月 11 日 (土) 13:30～ 入場無料
会場 産業文化センター １階ホール
第１部 表彰式
第２部 ●講演 「災害時の地域コミュニティ」
講師 和田 隆昌 氏
（有限会社ブロードキャスト代表・川崎生活安全情報館代表）
●公演 アカペラカルテット ＸＵＸＵ
（ヴォイスパフォーマンスグループ）
和田 隆昌 （わだ・たかまさ）
アウトドア雑誌の編集者を経て、「防災士」資格を取り、災害
危機管理アドバイザーとして活動する。「大地震 死ぬ場所・
生きる場所」をはじめ多数の著書があり、執筆、講演会など
幅広く活躍し、ＴＶなどマスコミにも多数出演している。

アカペラカルテット ＸＵＸＵ （しゅしゅ）
（ヴォイスパフォーマンスグループ）
クラシック、ジャズ、民族音楽、日本の唄からビートルズまで
あらゆるジャンルの音楽を色鮮やかに歌い上げる
女性 4 名のヴォイスパフォーマンスグループ。

入間市福祉大会は、入間市社会福祉協議会が主催する事業です。

音楽とメッセージﾞに復興を誓って
～応援コンサートを福島で開催～
昨年 11 月に福島県二本松市で開催された応援
コンサート「ほっと一息コンサート」に続き、「負けない
ぞ、福島復興宣言！市民大集会」が 4 月 14 日に福
島市音楽堂で開かれ、800 人を超える福島市民の
参加者が集まりました。今回の開催に協力し、当日
司会も務められた東藤沢にお住まいの川名千鶴子
さんにコンサートの様子をうかがいました。
Ｑ昨年１１月に続くコンサートですが、開催の経緯は？
Ｑ昨
年 １１月 に 続 く コンサートですが、開 催 の
昨年１１月に行った福島県二本松市での「ほっと一
経 緯 は？
息コンサート」に今回の実行委員長が来場された際
昨年１１月に行った福島県二本松市での「ほっと一
に声をかけていただき、コンサート開催の協力をする
息コンサート」に今回の実行委員長が来場された際
ことになりました。参加者は全員ボランティアで、会場
に声をかけていただき、コンサート開催の協力をする
費などは福島市の個人や企業１００社からの協賛金
で賄われました。
ことになりました。参加者は全員ボランティアで、会場
費などは福島市の個人の方々や企業１００社からの
協賛金で賄われました。
Ｑ今 回 は福 島 市 音 楽 堂 で開 かれました。コ
ンサートの内 容 は？
日本国内外で活躍中の詩人、合亮一氏の詩の朗読
をはじめ、このコンサートのために集まった私たち「オ
ーケストラ」の演奏、東京から応援に駆け付けてくれ
た合唱団１２０名と地元福島の合唱団約 100 名によ
る合同演奏が行われました。また、福島市第三中学
の生徒さんによる「負けないぞ、福島！復興宣言」を
参加者のみなさんと全員で唱和し、被災地の 1 日も
早い復興を祈りました。そして入間市立藤沢東小学
校の生徒さんからの応援メッセージが代読され、フィ
ナーレでは会場全員で「ふるさと」を唄いました。

Ｑ福 島 の様 子 、また観 客 の 反 応 は？
まだ冬のように寒い 4 月の福島で、朝から地元の
中・高校生、大学生、先生方がボランティアをしてく
れました。会場ロビーでは入間市立藤沢東小学校の
生徒さんからの応援メッセージが掲示され、また地
元ミュージシャンによる演奏会も行われました。入場
は無料でしたが、たくさんの義援金が集まりました。

コンサート会場にはデンマーク大使も
急遽駆け付けてくれました

Ｑ今 後 の 活 動 予 定 は？
今後も福島が本当に元気になる日まで、応援を続け
たいと思います。福島市と協力してもっと小さな規模
で、音楽を中心とした交流を図れるイベントや、支援
事業をしていきたいと思っています。現在 12 月に福
島市内でクリスマスコンサートを開催する企画をして
います。

コンサート会場のロビーで掲示されました入間市立藤沢
東小学校の生徒さんからの応援メッセージは、現在福
島市内の学校で回覧されているということです♪
昨年 11 月の記事に続き、今回もコンサート会場の様子
福島市第三中学の生徒さんによる宣言で
会場が一つになりました

を川名千鶴子さんに届けて頂きました。ありがとうござい
ました！

イタリア滞在レポート♡上野恵利♡ はお休みです。来月をお楽しみに！！
上野さんのブログ→http://erierie1012.jugem.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 04-2964-0486 FAX 04-2963-1072
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ピアノとヴァイオリンによる無料演奏会

ふれあいコンサート
ピアノ内藤隆之さん、ヴァイオリン江藤有希さ
んによるコンサートです。障がいがある方もない
方も楽しめて、交流を深めることができる内容と
なっております。是非、ご来場下さい。（駐車場
は大変手狭になっております。あらかじめご了承
ください。）
【日時】9/15（土）開場14:00 開演14:30 終了16:00
【場所】入間市産業文化センター ホール内
【参加費】無料
【対象】市内在住の障がい者とその家族・関係者
及び一般市民 400名
【後援】入間市、入間市社会福祉協議会
【問い合わせ】特定非営利活動法人 だいちの会
入間市障がい者地域活動支援センター「あすなろ」
TEL･FAX：2934-3495 担当：稲田

平成 24 年度
精神保健福祉ボランティア養成講習会のお知らせ
心の病を持つ方への理解を深めるとともに、関
わり方を学びます。ボランティア体験もあります。
【日時】日時・内容は下記のとおり （全5回）
【場所】健康福祉センター
【対象】市内在住、在勤、在学の18才以上で、
ボランティア活動を通して心の病を持つ方への
理解を深めてみたいと思う方で、講習会に全日
程出席できる方。
【定員】30人（先着順）
【参加費】300円 （資料代等）
【申込方法】7月9日（月）から、電話、FAX、
または直接社協・ボランティアセンターまで
お申し込みください。定員になり次第、締切と
なります。
【申し込み・問い合わせ】ボランティアセンター
TEL：2964-0486 （平日8:30～17:00）
FAX：2963-1072
回
1

日にち
9 月 5 日（水）
10:00～12:00

2

9 月 12 日（水）
10:00～12:00

3

9 月 19 日（水）
10:00～12:00

4

9 月 26 日（水）
10:00～12:00

5

10 月 3 日（水）
10:00～12:00

内容
地域づくり・まちづくりの視点を
考えながら、地域の支え合い・ボ
ランティアの大切さを話しまし
ょう
心の病の理解と対応の仕方を教
わりましょう
ボランティアを実際に体験して
みましょう
入間市の障がい者への支援のし
くみと現状を理解しましょう
ボランティアとしてどのような
ことを行うのか、新たなマイライ
フのきっかけについて話しまし
ょう

入間市人権問題講演会
「生かされて今・輝く命」
通勤途中の交通事故により頸髄を損傷し、突然車
椅子の生活を送ることになった又野亜希子氏が、出
産、育児など自身の経験を通し、命の尊さを語りま
す。
【日時】7/14（土）14:00～15:30（受付13:30～）
【会場】入間市産業文化センター 2F 第2集会室
【参加費】無料 【定員】150名
【対象】市内在住・在勤・在学者（中学生以上）
【講師】又野亜希子氏 （元保育士）
【主催】入間市、入間市教育委員会
入間市人権教育推進協議会
【申込方法】電話・ハガキ・FAX （ハガキまたはFAX
で申し込みの場合は、①人権問題講演会希望 ②名
前（ふりがな）③住所 ④TEL をご記入ください）

【申込締切】7/6（金）※消印有効
【申込・問い合わせ】入間市役所 生涯学習課
社会教育青少年担当
〒358-8511 入間市豊岡1-16-1
TEL：2964-1111 （内線4125･4126）
FAX：2964-4841
※手話通訳が必要な方は、お申し込み時にお申し
出ください。

平成 24 年度
朗読ボランティア養成講習会のお知らせ
朗読が視覚障がい者への情報伝達手段であるこ
とから、視覚障がい者に対する理解を深め、朗読
の基礎を学びます。
【日時】9/12、9/19、10/3～24・11/7～28の毎週
水曜日 9:30～11:30 （全10回）
【場所】市民活動センター『イルミン』
【対象】市内在住、在勤、在学で18才以上の次の
条件をすべて満たす方。①朗読ボランティア初
心者 ②講習会の全日程に出席できる方 ③講
習会終了後、朗読ボランティア活動に参加でき
る方。
【定員】25人（先着順）
【参加費】300円 （資料代等）
【申込方法】7月9日（月）から、電話、FAX、
または直接社協・ボランティアセンターまでお
申し込みください。定員になり次第、締切と
なります。
【申し込み・問い合わせ】ボランティアセンター
TEL：2964-0486 （平日8:30～17:00）
FAX：2963-1072
講習会は先着順と
なりますので、
お早目に
お申込みください♪

入間市社会福祉協議会では、東日本大震災により被災された方々を支援するための義援金の受付をしております。
この義援金は共同募金会を通して分配されます。6/25 現在で 10,229,869 円 のご協力をいただいています。
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シモーネ・ソリア氏来日講演会
『シモーネさんのお話』を開催しました！！
講演会『シモーネさんのお話』を
6 月 16 日（土）に開催し、日本での
滞 在 が一 週 間 以 上 経 っ て い る な
か、疲れもみせず、元気な姿でシモ
ーネ・ソリア氏が講演を行ってくれま
した。講演会の様子は次号で詳しく
お伝えします！お楽しみに！

使用済み切手の
整理の会
使用済み切手の整理をし
ています。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。

夏ボランティア体験
参加者募集中！！
まだまだ
７・８月の夏休みを中心にボランティア活動を体験しても
らおうと、今年もたくさんの体験メニューをご用意していま
す。市内福祉施設やボランティアグループでボランティア
活動をしてみませんか？たくさんのご参加、お待ちしてい
ます。
【参加条件】ボランティア活動に興味があって、なにかにチャ
レンジしてみたい健康な方で、事前説明会 ＜７月１６日
（月・祝日） １０：３０～１２：００（予定） 市民活動センター３
階 活動室１ほか＞ に必ず参加できること。
【参加費】 280 円（ボランティア活動保険代）
※体験に必要な交通費・食費等は参加者負担です。
【申し込み方法】参加申込書に体験を希望するメニュー・
活動日等の必要事項を記入の上、参加費 280 円を添え
て社協窓口まで持参する。 ※中学生以下は、申込書に
保護者の署名・印鑑が必要です。※代理申し込み可。
【申し込み・問い合わせ】ボランティアセンター
TEL：2964-0486 （平日 8:30～17:00）
※募集人数の定員がある場合は、定員になり次第、締め切ら
せていただきます。（先着順）
体験メニュー ほか、詳細は別紙 「はじめてみよう ボランティ
ア」をご覧ください。

【日時】毎月第 2・4 木曜日
13:00～15:00
※開催日が祝日の場合と
12 月の第 4 はお休みです。
【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

掲載希望について
『みんなの手』
『はじめてみようボ
ランティア』に掲載を希望する場合
は、毎月 10 日までにお願いします。
FAX やメールでの場合、必ず連絡
先を記入してください。
※掲載されない場合もございます。
ご了承ください。
来日講演会『シモーネさんのお話』に
定員を超えるたくさんのお申し込みをい
ただき、ありがとうございました！シモ
ーネさん、通訳をしてくださった上野さ
ん、講演会の開催に協力してくださった
みんなの手のスタッフのみなさん、また
集まってくださった多くの参加者の方々
のおかげで、無事に講演会を終えること
ができました。
本当にありがとうございました。
（渡部）

「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、Ｕアリーナ ★宮寺…小林病院
★野田…ふらいぱんや ★下藤沢…ヨークマート武蔵藤沢店 ★高倉…玄米菜食料理教室 SAIEN
■入間市理容組合加盟店（使用済み切手の回収にも協力してます！）
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TEL 04-2964-0486 FAX 04-2963-1072

〒358-0003 入間市豊岡 4-2-2（市民活動センター1 階）
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