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＜グループ＞

演芸ボランティア登録団体

クラシカル・マジック

（7 月 23 日現在）

演目：歌・ピアノの演奏
活動日：ご相談ください
活動人数：２名
必要経費：
（45 分で）
10,000 円～ ※相談可
幼児からご年輩の方々向け
に、様々なプログラム、演出
をご用意しています。クラシ
ック、ジャズ、童謡など。

＜グループ＞

紫乃会

（むらさきのかい）
演目：大正琴演奏
活動日：ご相談ください
（可能な限り対応します）
活動人数：５～１２名
童謡、歌謡曲、演歌など様々
な曲目を演奏します。歌詞カ
ードもありますので、一緒に
口ずさんで、楽しめます。リ
クエスト曲も受け付けます。

＜グループ＞

てんとう虫
演目：口笛
活動日：水・土曜日以外の日
活動人数：４名
脚光を浴びている口笛。クラ
シック、童謡、演歌、歌謡曲
とジャンルを問わず演奏し
ます。ご希望で、ハーモニカ、
オカリナ、ウクレレ演奏もお
こないます。

～個人～
村上康明（声楽）
宮﨑栄治（腹話術・手品・バルーン）
古財 武（三味線演奏）
あきこ一座
（カラオケ・演奏・懐メロ）
内藤隆之（ピアノ演奏）
増田健一（ケーナ演奏）
池谷一男（浪曲とお話し・唄）
現在の登録 ７名
～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）
琴光会（大正琴演奏）
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（舞踏･民謡･歌謡曲）
スコラカントルム IRMA
（女声コーラス）
藤沢ハーモニカ同好会
（ハーモニカ演奏）
尺八現代吹奏会（尺現会）
（尺八の演奏）
ボランティア『つなぐ』
（大正琴･カラオケ･舞踊･ハーモニカほか）
イル ムジカ
（クラシック、音楽演奏）
琴伝流大正琴 琴音会
（大正琴演奏）
左記紹介の新団体を含め

現在の登録 １６団体

お問い合わせはボランティアセンターまで！

～みんなが同じ可能性を持っている～
来日講演会「シモーネさんのお話」を開催！
梅雨の中、イタリアからシモーネ・ソリア氏が来
日され、本誌で“イタリア滞在レポート”を連載中
で今回通訳を務めてくれた上野恵利さんらと元気な
姿で会場に到着し、旅の疲れもみせず講演をおこな
モーネ氏は「寛大なところ」、上野さんは「常
ってくれました。開演前には今回の開催をサポート
にポジティブに考えるところ」と答えてくれま
してくれた「みんなの手」のスタッフの皆さんと会
した。講演後、シモーネ氏と上野さんは、「み
食し、お互いの自己紹介などでなごやかな時間を過
んなの手」のスタッフの企画と協力で実現した
ごしました。そしてついにパワフルなお姿と意気込
パネル展を見学し、皆さんで記念撮影をすると
みで会場に登場。上野さんの挨拶の後、シモーネ氏
ともに別れを惜しみました。
が自身の生い立ちや学生生活での出来事、また社長
イタリア～日本と長旅の中、疲れも見せずエ
を務める会社アイーダ立ち上げの経緯などを語って
ネルギッシュに講演をおこなってくれたシモ
くれました。
ーネ氏。何より印象的だったのが全身から溢れ
そして、講演会の後半ではアイーダで開発・販売
る明るさとパワーでした。重度の障がいをもの
しているソフトの日本語版をシモーネ氏が、古くか
ともせず自身の会社を立ち上げ、古くからの仲
らの友人でもあり、ともに働くジョナタン氏のデモ
間、そして４月に結婚したパートナーでもある
ンストレーションとともに紹介してくれました。利
上野恵利さんらとともにその明るさとパワー
用者それぞれに合わせた細かい設定ができ、様々な
で今後さらなる飛躍をとげてくださることで
可能性を広げてくれるソフトの説明に多くの方が熱
しょう！最後に、震災の影響で開催が一年遅れ
心に聞き入っていました。さらに、その後の会場か
た中、多くの皆さんの協力と応援のおかげで今
らの質問では「惹かれあったところは？」という質
回の講演を実現することができました。本当に
問もあがり、少し照れた様子もみせながら笑顔でシ
ありがとうございました！！
◆次号では講演会後のアンケートから、来場者のお声をご紹介します！お楽しみに！◆

イタリア滞在レポート♡上野恵利♡
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はじめに、６月１６日に入間市社協で開催された講
演会「シモーネさんのお話」にお越し頂きました皆様、
開催にあたって多大なるご協力を頂きました「みんな
の手」ボランティアの皆様、鈴木百代様、入間市社協
大野事務局長様はじめ社協のスタッフの皆様、ありが
とうございました。この場をお借りしてお礼申し上げ
ます。
いただいた講演の感想のアンケートをすべてふた
りで読ませて頂きました。「重い障がいがあっても明
るく前向きなシモーネに勇気をもらった」というご意
見を多くいただきました。他には「よく人間嫌いにな
らずここまでこれた」と言う感想もいただきました。
そう言われてみればそうだなと思い、私も新しい視点
からシモーネを見ることができました。貴重なご意見
ご感想をありがとうございました。
今回私たちはハネムーンも兼ねて２０日間日本に
滞在しました。重度身体障がいを持つシモーネと日本
に来て一番大変だったことは長時間のフライトでし
た。イタリア～日本間のフライトは約１２時間かかり
ます。健常者にとってもこの長時間はきついですが、
シモーネにとってはそれ以上でした。乗る前は大丈
夫、問題ないと言ってはいたものの、実際には後半か
らおしりの痛さに耐えられなくなり、周りの人に席を
譲ってもらって３席使ってどうにか上半身を横たえ
ましたが、到着時にはへとへとに疲れてしまいまし
た。帰りの便は空席が多かったためベッドのように５
席を使って横たわることができ快適に過ごせました。
これまで重度障がい者のフライトについてよく考え
たことがありませんでしたが後で調べると航空会社
によっては障がい者の席の位置を配慮してくれる場
合もあるらしく、次のフライトでは問い合わせて対策
を練りたいと思いました。
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 04-2964-0486 FAX 04-2963-1072

「みんなの手」のボランティアの皆さまと
日本国内の公共交通機関の車椅子のための対応は
イタリアに比べて整えられていると感じました。イタ
リアではすべての電車には車椅子の人は乗れず、その
限られた電車に乗るときも事前の予約が必要で、手間
と時間がかかります。日本では地下鉄をはじめ私たち
が使った電車は、その場で駅員が対応してくれて問題
もなくスムーズに乗れました。まだ駅によっては車椅
子の人の乗り換えは遠回りになってしまうなど、改善
する余地があるとしても今の時点でここまで環境が
一通り整っていることはすばらしいことだと思いま
した。
次回日本へ来るときは飛行機の席のことも調べる
などして、障がいがあるために旅がきついという考え
にならないような日本～イタリア間の往復ができる
ことを目指したいと思います。
上野さんのブログ→http://erierie1012.jugem.jp/

〒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 8 月号（平成 24 年 7 月 23 日発行）
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第 36 回元気な入間「障害者スポーツ大会」に関する
募集のお知らせ
●参加選手募集
毎年恒例の「障害者スポーツ大会」の参加選手を
募集いたします。フライングディスクをはじめ様々
な競技をご用意しております。たくさんのご応募、
お待ちしております。
【開催日】10/7（日） 開会9:30
【開催場所】市民体育館
【参加資格】健康状態が良好で、市内在住、在勤、
または市内施設に通所している中学生以上の障害
のある方（団体に所属していない方も参加できま
す）
【競技種目】競技性よりレクリエーション性を重視
した種目
【参加費】無料
【申込方法】8/17（金）までに各障害者団体代表者、
または健康福祉課まで ＜電話・FAX可＞
【主催】元気な入間障害者スポーツ大会実行委員会
【申し込み・問い合わせ】
市健康福祉センター 健康福祉課
TEL：2966-5513 FAX：2966-5514

平成 24 年度
手話奉仕員養成講習会（入門課程）のお知らせ
聴覚障害者への理解と認識を深めるとともに、
聴覚障害者とのコミュニケーションの輪が広がる
よう講習会を開催します。
【日時】9/13～1/24 の毎週木曜日（全18回）
（12/27、1/3を除く）
19:00～21:00
【場所】市民活動センター
【対象】市内在住、在勤、在学の18才以上で次の
条件をすべて満たす方。①聴覚障害者の福祉に
理解と熱意のある初心者で、過去5年以内に当
講習を受講していない方 ②今回開催の入門課
程と来年春から開催予定の基礎課程（全22回）
を連続して受講できる方。※入門・基礎の両課
程を修了した方にのみ、手話奉仕員養成講習会
の修了証が交付されます。
【定員】40人（先着順）
【参加費】1,500円
（テキスト代1,200円、保険代等300円）
【申込方法】8/20（月）＜必着＞ までに郵便は
がきに ①氏名 ②郵便番号 ③住所 ④年齢
⑤性別 ⑥電話番号 を記入し、社協まで。
【申し込み・問い合わせ】
入間市社会福祉協議会
〒358-0003 入間市豊岡4-2-2
TEL：2963-1014 （平日8:30～17:00）

●ポスター掲載絵画募集
今年度の大会告知用ポスターに掲載する絵を
募集します。この大会を応援してくださる方なら
どなたでも応募できます。
【規格等】Ａ3サイズ以下の白の用紙を横書きで
使用。カラー、白黒とも可。鉛筆書き等の不鮮
明なものは不可。裏面に住所、氏名、連絡先を
記入。
【応募方法】9/21（金）までに直接、健康福祉課
まで。（応募作品は返却しません）
【審査方法】全応募作品を今大会の会場に掲示
し、来場者の投票により掲載作品を決定。
【問い合わせ】市健康福祉センター 健康福祉課
TEL：2966-5513 FAX：2966-5514
※今大会のボランティア募集は別紙の
「はじめてみよう ボランティア活動」をご覧ください。

第 16 回ボランティア・スピリット賞
募集のお知らせ
ボランティア活動に取り組むすべての青少年を
称えるとともに、青少年が積極的にボランティア
活動に参加できる社会を実現することを目指して
設立された「ボランティア・スピリット賞」の募
集を今年もおこないます。日頃のボランティアだ
けでなく、被災地復興にむけて取り組まれた活動
があれば、是非ご応募ください。
【応募内容】取り組んでいるボランティア活動に
参加して感じたこと、学んだことなどを専用の
応募用紙の項目に沿って記入する。活動分野は
問いません。
【対象活動期間】2011年4月以降に行われた（行わ
れている）活動であること。
【対象】ボランティア活動をしている個人または
グループ。個人応募の場合は、応募締切時（2012
年9月18日）に12歳以上18歳以下であること。グ
ループ応募の場合は、構成メンバーが中高校生
のグループであること。何度でも応募できます。
過去に受賞歴がある方でも連続受賞が可能で
す。
【審査のポイント】発想力、実行力、企画力、地
域貢献度、創造性、学んだこと、リーダーシッ
プ 等を総合的に審査します。
【応募方法】応募用紙に必要事項を明記し、下記
の送付先に郵送してください。尚、ホームペー
ジからの応募も可能です。http://www.vspirit.jp
【締切】9/18（火）必着
【問い合わせ・送付先】
ボランティア･スピリット賞 事務局（応募係）
〒100-0014 東京都千代田区永田町2-13-10
プルデンシャルタワー10F TEL:03-5501-5364

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。7/23 現在で 10,365,349 円 のご協力をいただいています。
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夏ボランティア体験の
事前説明会を実施しました！

☆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 10kg 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。ひとみ園にて建
物建設資金に使われます。ご協力ありがとうございまし
た。

使用済み切手の整理の会に
参加しませんか？

７月１６日の海の日、夏ボランティ
ア体験の事前説明会がおこなわれ
ました。今年は昨年の人数を上回る
１４０名を超える参加者が集まり、活
動を前に「責任をもって活動する」、
「マナーを守る」などの“ボランティア
活動の心得１１ヶ条”や注意事項を
確認しました。今回がボランティア初
体験の参加者、そして経験者も説明
に熱心に聞き入るその表情は真剣そ
のもの！ボランテ
ィア活動へ一
歩踏み出した
みなさんの行
動力が、それ
会場は熱気でいっぱい！
ぞれの体験メ
ニューですばらしい経験と新しい仲間
との出会いにつながることを期待して
います！夏の暑いさなかのボランテ
ィア活動となりますが、皆さんの活動
が無事にゴールできるようサポートし
ていきます！

✿✿

どなたでも参加できます。直接お越しください。

【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

『熊本県及び大分県における大雨災害』に対し
ボランティア活動保険の特例加入が適用されます。
７月１１日からの梅雨前線に伴う大雨による『熊本県及び大分
県における大雨災害』に対するボランティア活動保険について、
大規模災害時における特例加入を適用しています。この適用に
より、上記の災害に関わる災害時ボランティアに参加される方が
ボランティア活動保険に加入される場合、即時の補償開始とな
ります。（被災地との往路も含めたボランティア活動に保険が適
用されます。）
平成 24 年度
掛金

基本タイプ

A 280 円

B 420 円

天災タイプ

天災 A 490 円

天災 B 720 円

掲載希望について

（天災タイプ ＝ 基本タイプ ＋ 地震・噴火・津波）

『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。

加入申込手続き
所定の「加入申込書」に必要事項をご記入・ご署名（フルネー
ム）またはご捺印の上、保険料を添えて、最寄りの社会福祉協
議会にご提出ください。既作成の名簿がある場合は、名簿コピー
を添付してください。（書式は問いませんが、個々の加入者氏名
と加入プランを明記して下さい。）
※法人の場合は必ず法人印をご捺印ください。

※掲載されない場合もございます。
ご了承ください。

「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！）

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

〒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 8 月号（平成 24 年 7 月 23 日発行）
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