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ピアノ演奏（ジャズ・ポップス・オリジナル曲）
活動紹介：卒園式 BGM 伴奏、ホスピスの患
者さんに演奏など

はじめまして、ピアニスト・内藤隆
之と申します。一つ一つの音に心を込
めて演奏させていただきます。やさし
い音で、心安らぐ時間を共有できれば
嬉しいです。ピアノがある空間でした
ら何処へでも伺います。よろしく！
★聞きなじみのある曲を、ジャズっぽくア
レンジで演奏します。
心安らぐ音をお届したいと思っています。

女声コーラス
（5～10 名でお伺いします）

活動紹介：保育園チャリティーコンサート
病院訪問など

結成 18 年 尐人数での活動を支え
ているのはチームワークでしょうか。
普段は教会音楽の美しさを追求してい
ますが、いかなるニーズにもチャレン
ジ精神と、お茶目さで応じられる自信
があります。
一期一会を大切にしています。
★久保稲荷公民館・中央公民館で活動して
います。
（新規会員の受け入れ可）

演芸ボランティアのお問合せは、ボランティアセンターへ 市内施設や団体からの出演依頼受付中！！
現在登録されている演芸ボランティア
★個人…村上康明（声楽）、宮﨑栄治（腹話術・手品・バルーン）
、三田尊則（演歌・童謡）
、古財 武（三味線演
奏）、あきこ一座（カラオケ・演歌・懐メロ）
、手塚隼人（ピアノ演奏）、内藤隆之（ピアノ演奏）、増田
健一（ケーナ演奏）
☽グループ…ボランティアマジッククリスタル（マジックショー・教室）、コーラス ANNE（コーラス）、琴光
会（大正琴演 奏）
、久保稲荷フライデー・メイツ（ハーモニカ演奏）、コーラス「ムクの木」（コーラ
ス）、扇町屋ハーモニーメイツ（ハ ーモニカ演奏）
、兎組（フラメンコ）
、北野のとうちゃんかあちゃ
ん（舞踊・寸劇）、三ツ葉会（舞踊・民謡・カラオケ）
、スコラカントルム IRUMA（女声コーラス）

私たちの

逸 品

以前ご紹介していたコーナーが復活！ 市内福祉施設や作業所など
で作られた「私たちの逸品」をご紹介します。
みなさんの情報もお寄せください！！

市役所正面入り口を入ってすぐの左奥に「福祉の店 1 号店」
があります。みなさんごぞんじでしたか？
当事者団体さんが協力して運営しています。小さなスペー
スですが、福祉施設や作業所などで作られた品物が、所狭し
とたくさん並んでいます。
水曜日には、
「花の郷」の利用者さん達が新鮮な花や野菜を
売りに来ます。ぜひ一度のぞいて見てください。

福祉の店 1 号店

筆者のお気に入りは「ゆず七味」です。
（*^_^*）

平日 10:00～15:00 土日祝日はお休み
入間市豊岡 1-16-1 入間市役所内
TEL:2964-1111（内線 1111）
ブログ：http://arinko3de.blog.shinobi.jp

イタリア滞在レポート
☆上野恵利☆ Vol.6

２月半ば現在、ミラノは春の訪れを感じる日も
あれば、雪が降る日もあり、季節の変わり目の丌
安定な天候が続いています。
現在私はミラノにある福祉施設で（アトラ以外
の福祉施設で）ボランティア活動を始めるための
活動をしています。
先週ひとつの団体に面接を受けに行きました。
面接では「なぜミラノの福祉施設でボランティア
活動したいと思うのか、その目的は？」という質
問を受け「目的のひとつには、日伊間の福祉の仕
事を通した文化の違いに興味があり、それを知り
たい。その感じた違いを、この入間市社協のみん
なの手に書いている。それを続けたい。
」というこ
とを伝えました。どんな違いを感じ記事に書いて
いるのか興味深げに聞かれました。そこで、日本
にも障がい者のデイサービスもあればグループホ
ームもあることを伝え、ただちがうのはスタッフ
やボランティアの障害のある人への接し方だと思
う、ということを伝えました。
日本は障がい者の施設だと利用者を尊重するた
め、敬語で話すことが多いが、イタリアの施設で
は友達に話すように話す、だけど子供に話すよう
には話さない、それは障がいのある人と健常者の
距離がないように感じ、ひとつのイタリアのいい
ところだと思うということを伝えました。
担当者は興味深げに聞いていました。今はその
結果を待っていて、よい結果が出てボランティア
ができればと思っています。
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

２月１４日アトラのグループホームのメンバーで、
バレンタインデーのフェスタの時の写真

別の話になりますが、先日元アトラの職員であ
るブルガリア人の女性と、アトラでのボランティ
ア経験があるイタリア人女性と３人で食事したと
き、福祉の職場での、国によって異なるスタッフ
の接し方について意見を聞くことができました。
私が例として、
（これは以前にも書きましたが）車
椅子の女性をトイレ介助するときに促しの言葉と
してイタリア人ボランティアが「何やってるの！
さあさあ早く！」と言ったことに驚いたことを話
すと、ブルガリア人の女性は「ありえない。言葉
に気配りが足りない。その指導員は変だ。」と言う
のに対して、イタリア人女性は「いや、あなたは
イタリア人じゃないからそう思うんだ。その促し
はありえる。親しみをこめて励ましているんだ。
」
と言いました。二人ともヨーロッパ圏内の国で、
自分には価値観が近いように見えていましたが、
実はそうではなく違いがあり、興味深かったです。
これからもこちらで感じた国による考え方の違
いなどを報告していきます。
〒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 3 月号（平成 22 年 2 月 22 日発行） －２－

ママ達の写真展

「Team21」による「笑顔のチカラ展」
「ダウン症だってかわいいよね」
「もっとたくさんの人に知って欲しいよね」
そんな気持ちから始めた写真展は今回で4回目
になります。子ども達の笑顔は、温かい家族の愛
情に育まれている証です。
一方で、子ども達の笑顔は家族や周囲の人々を
癒し、支え、励ましてくれています。
子ども達の笑顔のチカラ、その周囲で子ども達
を見守っている人々の笑顔を感じてください。
写真展示：Teame21
（21トリソミーを応援する会）
E-mail：team21@swan.ocn.ne.jp
【日時】2/10（水）～3/12（金）9:00～17:00
（月～土曜日 ※祝日はお休み）
【会場・問い合わせ】
埼玉県社会福祉協議会 ボランティア・ 市民活動センター
〒330-8529 さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65
彩の国すこやかプラザ2階
TEL:048-822-1435 FAX:048-822-1449

彩の国 ふれあいピック春季大会
―埼玉県障害者スポーツ大会―

選手募集
アーチェリー：5/2（日）はらっパーク宮代
卓球（STT）：5/16（日）県障害者交流センター
ボウリング：5/16（日）スポルト浦和国際ボウル
陸上競技：5/23（日）熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
フライングディスク：5/23（日）彩の国くまがやドーム・多目的運動場
水 泳：5/23（日）県障害者交流センター
卓 球：5/23（日）彩の国くまがやドーム・体育館

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。

●第41回 三菱財団社会福祉事業並びに研究助成
【助成金額】総額約9千万円を予定。1件宛の金額
は特に定めない。
【締切】3/19（金）（必着）
【申し込み・問い合わせ】
財団法人三菱財団 事務局
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-1
（三菱商事ビル21階）
TEL:03-3214-5754 FAX:03-3215-7168
URL:http://www.mitsubishi-zaidan.jp

●第27回 「老後を豊かにするボランティア活動資金」助成
【内容】ボランティア活動に直接使用する用具・
機器類の購入に限定（除く材料費）
【締切】5月末迄（必着）
【申し込み・問い合わせ】
財団法人 みずほ教育福祉財団 福祉事業部（担当：藤井）
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-5
みずほ銀行本店内
TEL:03-3596-4532 FAX:03-3596-4531
URL:http://www.mizuho-ewf.or.jp
E-mail:FJP36105@nifty.com
●第8回 「配食用小型電気自動車寄贈事業」助成
【締切】6/30（水）（必着）
【申し込み・問い合わせ】
財団法人 みずほ教育福祉財団 福祉事業部（担当：藤井）
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-5
みずほ銀行本店内
TEL:03-3596-4532 FAX:03-3596-4531
URL:http://www.mizuho-ewf.or.jp
E-mail:FJP36105@nifty.com

【参加資格】県内在住在学の13歳以上の身体・知的障害者
【申込書配布・申込先】
市町村福祉担当課、入所・通所・通学している
施設、学校、県障害者交流センター
【申込期限】3/11（木）まで
【運営・問い合わせ】県障害者スポーツ協会
TEL:048-650-0170 FAX:048-650-0171
URL:http://www3.point.ne.jp/~enjoysports/

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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～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。～

☆使用済みペットボトルのふた回収ＢＯＸ
市民活動センターのミーティングルームに設置
してあった回収 BOX は、活動団体の事情により
現在は設置していません。
市内のスーパーマーケットなどで回収ＢＯＸを
設置しているところへお持ちくださいますようお
願いいたします。

☆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？

平成２２年度 ボランティア活動保険
加入受け付け始めました。
☆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。

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
故）
・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（賠償事故）などの事故を広く
補償するものです。
平成２２年度の保険料（掛金）は下記のとお
りです。

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

基本タイプ

A プラン ２８０円
B プラン ４２０円
天災 A プラン ４９０円
天災 B プラン ７２０円

天災タイプ

☆使用済み切手整理体験しませんか？！
第 7 回健康福祉センターまつりで“使用済み
切手の整理”体験ができます。お気軽にご参加
ください！！ 回収 BOX も設置します。
【日時】3/14（日）10:00～15：00
【会場】健康福祉センター
★入間市社協・ボランティアセンターでは、使用
済み切手やプリペイドカードを回収しています。
ご自宅や仕事先などで捨ててしまう封筒などに
貼られている「使用済み切手」や「メータースタ
ンプ」をボランティアセンターの回収 BOX へ!!
ご協力お願いいたします！！
くわしくは、ボランティアセンターまで。

（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。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。

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・受付もしていますので、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。
お問い合わせ・相談 平日 8:30～17:00（事前にご連絡いただくと助かります！）

「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）
●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（３月いっぱいまで）
、Ｕアリーナ
★下藤沢…理容ナガサワ、ヨークマート武蔵藤沢店

★宮寺…小林病院

★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
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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