NO．０８１

９月号
平成２１年８月２４日

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】池田・金子・鈴木

開催場所：東町公民館
対象者：高齢者
開催日時：月１回 9:30～14:00
会費：300 円（昼食代）
★ボランティア募集しています
「えくぼの会」サロンの目的は、住み慣れ
た地域で一日でも長く過ごせるよう、そのた
めに支え合い、助け合える地域づくりをめざ
してサロンを育てています。体力に自信のあ
る方もそうでない方もみんな一緒になって、
楽しく過ごしませんか。

先日取材にうかがっ
た時は、演芸ボランティ
アの「北野のとうちゃん
かあちゃん」が会を盛り
上げていました。

ふれあい・いきいきサロンはどんな活動をしているの？
地域を拠点に、住民である当事者とボランティアとが協働で企画をし、
内容を決め、共に運営していく楽しい仲間づくりの活動をいいます。
「ふれあい・いきいきサロン」は集まった参加者同士が、仲間づくり
や生きがいを持つことなどの大きな効果が期待できる活動です。
入間市社協では、高齢者の方々の仲間づくりをすすめ、閉じこもりを
防ぐため、
「ふれあい・いきいきサロン」活動の展開を図っています。

お問合せは、ボランティアセンターへ

扇町屋第二区の納涼夏祭りに参加して
入間市扇台福祉作業所
「こんにちは、扇台福祉作業所です！」、
「いらっ
しゃいませ！」、「おいしいクッキーはいかがですか！」
利用者達の元気なかけ声が夏祭りの雰囲気とよくマ
ッチしています。
扇台福祉作業所が、初めて同じ地区の納涼夏祭りに
参加させていただきました。今まで、同地区に住みながら交流がなかった地域の方々と、夏祭りを通
してとてもよい関わりを持つことができました。
今回が初めての参加であり、何をどのくらい準備してよいのか、どのくらい売れるのか、見当がつ
かず丌安でしたが、そんな心配は参加してくれた利用者達がすぐに吹き飛ばしてくれました。
２
来て、すぐ販売に参加する利用者、かごにクッキーやケーキを詰めて売りに出る人、また「私達が
２
作ったケーキとクッキーおいしいですよ！いかがですか！！」とお客さんに試食を勧める人など、自
分達の仕事として張り切っていました。
そんな利用者達の姿を温かく見守り、
「頑張ってるね！」と励まし気持ちよく受け入れて下さった地
域の方々に感謝いたします。
「扇台福祉作業所」で障害をもっている利用者達が、どんなふうに頑張っているかを多くの人達に
知っていただくとてもよい機会になりました。 （所長 山崎）

イタリアの福祉団体アトラからの滞在レポート
☆上野恵利☆

Ｖｏｌ．１１

イタリア、ミラノ

8月11日～31日に1年２ヶ月ぶりに一時帰国し
ました。
１８日に入間市社会福祉協議会にご挨拶に伺い
ました。
お久しぶりに「みんなの手」担当の池田さん金子
さん、そして初対面の鈴木さんにお会いしました。
皆さんお元気そうで、ゆっくりお話ができてうれし
かったです。
そして引き続き記事を書かせて頂く事、記事の内
容の方向性などを確認しました。
今後もはりきってミラノからの報告を書かせて
頂きますので、宜しくどうぞお願い致します！
ブログでもイタリア滞在の報告を行っています。
どうぞご覧になってください。
http://erierie1012.jugem.jp/

上野さんの現在の状況や
これからのことや、イタリアと
日本の文化の違いなど話が
盛り上がりました。

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

「日本での一日は
あっという間ですね!!」

・・・編集者よりお知らせ・・・
イタリアで活躍中の上野さん、実は諸事情によ
り「アトラ」を離れることとなりました。それで
も語学の勉強をしながら新たな活躍の場を求め、
なんと「イタリアで就職活動をしています！」と
のこと。
今は日本でも本当に大変な就職活動ですが、福
祉関係のお仕事を探し頑張るそうです。
そんな彼女のこれからを、今までとはちょっと
違う「イタリア滞在レポート」として次号よりみ
なさまにお届けいたします。今までと変わらぬ応
援をどうぞよろしくお願いいたします。
〒358-0003 入間市豊岡４－２－２（入間市市民活動センター１階）
みんなの手９月号（平成２１年８月２４日発行）－２－

メンタルヘルス講演会
大人の発達障害
～正しい理解と関わり方～
高機能自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥/多動
性障害（ＡＤＨＤ）、学習障害（ＬＤ）などの発達障
害は、大人になるまで本人も周囲も気づかないことが
あり、生活上の困難により、強いストレスを感じてい
ることがあります。周囲の対応によってはそのストレ
スを軽減することができ、お互いに良好な関係を築く
ことができます。
発達障害についての正しい理解や関わり方につい
て学んでみませんか？
≪プログラム≫
「大人の発達障害」～正しい理解と関わり方～
講師 藤平俊幸 氏
（埼玉県発達障害者支援センター「まほろば」所長）
【日時】９月１２日（土）14:00～16:00
（13:30開場）
【場所】健康福祉センター３階会議室
【定員】１００人 要事前申込み
（手話通訳が必要な方は申込時にお知らせください）
【参加費】無料
【申し込み・問い合わせ】９月４日（金）までに健康
福祉センター健康福祉課
TEL:2966-5513 FAX:2966-5514

「渋沢栄一賞」
表彰候補者を募集します！
多くの企業の設立や育成に携わる一方で、福祉や教
育などの社会事業にも尽力した渋沢栄一翁の生き方
や功績を全国に発信するとともに、今日の企業家のあ
るべき姿を示すため、渋沢栄一の精神を今に受け継ぐ
全国の企業または企業経営者に贈られます。
【対象者】
渋沢栄一の精神を受け継ぐような企業活動と社会
貢献を行っている企業または企業経営者。
【応募方法と締切】
関係団体や国、地方公共団体等からの推薦とします
（自薦は丌可）
◎推薦にあたっては、渋沢栄一賞候補者概要書に記
入の上、必要な書類を付けて応募先まで郵送または
E メールで送付してください。様式は下記ホームペ
ージからダウンロードすることもできます。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA00/sibusawa/sibusawa.bosyu.html
◎10 月 20 日（火）締切
【応募先】
埼玉県産業労働部 産業労働政策課 渋沢栄一賞担当
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂 3-15-1
TEL:048-830-3721 FAX:048-830-4818
E-mail : a3710-02@pref.saitama.lg.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

第１７回

やまゆり

長寿フェスティバル
高齢者の社会参加、生きがいづくり、健康づくり、
世代間交流等をテーマにフェスティバルを開催しま
す。高齢者からお子さんまで、たくさんの方の来場を
お待ちしています。
【日時】９月５日（土） 9:30～16:00
【場所】老人福祉センター「やまゆり荘」
【内容】わんぱく相撲、歌謡ショー、介護予防コーナ
ー、ミニゴルフ等の軽スポーツ、模擬店、バザー、
農産物直売など
※施設を開放し、各地区に無料送迎バスを運行します。
※当日、通常の市内送迎は休止します。また、浴室の利
用はできません。
【問い合わせ】やまゆり荘 TEL:2934-5315

１０周年記念

むさしのハーモニカクラブ

入間支部

チャリティーコンサート
【日時】9月27日（日）12:30開場
13:00開演～16:00
【場所】産業文化センター
【入場料】無料
【問い合わせ】ボランティアセンター

国立ハンセン病資料館企画展
らい

「隐離の百年―公立 癩 療養所の誕生―」開催中
国立癩療養所設置100年という節目にちなみ、療養
所設立の経緯などを紹介する企画展を開催しています。
詳しくはホームページ http://www.hansen-dis.jp
【日時】12月20日（日）まで
【開館時間】9:30～16:30（入館は16:00まで）
【休館日】毎週月曜日（祝日の場合は次の日）
【場所・問い合わせ】国立ハンセン病資料館
東京都東村山市青葉町4-1-13
TEL:042-396-2909 FAX:042-396-2981

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。
●平成 22 年度 社会福祉法人社会福祉事業研究開発基金助成
対象
①社会福祉に関する処遇技術の開発等、先駆的・開発的事業
②社会的課題となっており、対応が急務となっている事業
【問い合わせ】
社会福祉法人 社会福祉事業研究開発基金 助成申込係
TEL:03-6256-3581 FAX:03-6256-3589
〒358-0003 入間市豊岡４－２－２（入間市市民活動センター１階）
みんなの手９月号（平成２１年８月２４日発行）－３－

～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。～
仲間づくりの第一歩・・ボランティア情報登録
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、ならびに演
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。
8 月 19 日現在で、個人ボランティア２６名、
１７団体の登録になりました。

台風９号災害の義援金を募集しています
◆義援金名称：台風９号岡山県大雨災害義援金
募集期間：９月１６日(水)まで
郵便振替口座：郵便局窓口での振替手数料無料
①口座番号：０１２００－４－８０００６
②口座名義：社会福祉法人 岡山県共同募金会
※通信欄に「台風９号岡山県大雤災害義援金」
と明記してください。
◆義援金名称：兵庫県台風第９号災害義援金
募集期間：９月３０日(水)まで
郵便振替口座：
（振替手数料は無料）
①口座番号：００９２０－０－６０５
②口座名義：社会福祉法人兵庨県共同募金会
※通信欄に「兵庨県台風９号災害義援金」と明
記してください。

ボランティア活動保険の加入手続きは
お早めに！
ボランティア活動保険は、ボランティア活動中
にボランティア自身がケガをした（傷害事敀）・
他人にケガをさせてしまった、他人の物を壊して
しまった（賠償事敀）などの事敀を広く補償する
ものです。
平成２１年度の保険料（掛金）は下記のとおり
です。
基本タイプ

A プラン ２６０円
B プラン ４２０円
C プラン ５９０円
天災タイプ 天災 A プラン ４６０円
天災 B プラン ７７０円
天災 C プラン １，１３０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 2２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。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。
手続きの際には、印鑑を忘れずに。
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。

「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）

○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

○博物館アリット

○リサイクルプラザ

○文化創造アトリエ

○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

○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

アミーゴ
〇勤労者福祉サービスセンター

☆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・・（豊岡）
☆小林病院・・（宮寺）

☆ふらいぱんや・・（野田）

☆理容ナガサワ、ヨークマート武蔵藤沢店・・（下藤沢）
“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
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

〒358-0003 入間市豊岡４－２－２（入間市市民活動センター１階）
みんなの手９月号（平成２１年８月２４日発行）－４－

