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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・鈴木

活動 8 年目となる会です。
モットーは、向こう三軒両隣、老若男女誰で
も参加 OK。南七区に住んで良かったと思える
集いです。
おしゃべりを楽しみ、手作りの物を食べて、
この集まりが皆の元気の源になり、また来よう
と思えるような会づくりを目指しています。
ぼくよっちゃん！
演芸ボランティアの
宮﨑とうちゃんと
会に協力したよ！

開催場所：南七区自治会集会所（高倉公民館での開催もあります）
対象者：年齢に関係なく、高齢者・障がい者・幼児・児童…誰でも
写真は新年会にお邪魔し
開催日時：毎月 第２木曜日（丌定期開催あり） 10:00～12:00
た時の様子です。
会費：年会費一軒 500 円
子どもから年輩の方まで
参加費：通常 100 円（内容により無料～上限 300 円を設定しています） 本当に楽しい集まりでした。
★ボランティア随時募集しています
ふれあい・いきいきサロンて何ですか？ そんな質問にお答えする

コーナーです

ふれあい・いきいきサロンが地域にとってよいのはどんなことですか？
「主体性の育成」…サロンに集う人はみんなが主役となり、サロンに支えられサロンを支えていきま
す。福祉活動に関わるきっかけの場となります。
「新たな活動へ」……･サロン活動を基盤に、地域住民同士のつながりや支えあい活動が広がること
により、地域福祉の一層の活性化が図られます。
「世代を超えたふれあい」…子どもから高齢者、障がいをもっている方まで幅広い層の住民が参加す
ることによって、世代を超えたふれあいや学びあう場になります。
ふれあい・いきいきサロンは、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です。

お問合せは、ボランティアセンターへ

入間の子どもたちのために活動するボランティア

入間市青少年相談員協議会は
ゲームやスポーツ、野外活動を通じた青尐年とのふれあい活動のほか、地域の青年リーダーとして
親子ふれあい事業、小学生とのキャンプ、中高生との体験事業など積極的な社会参加活動をしています。
【お申し込み・お問い合わせ】申し込み希望者は、
青尐年活動センターや公民館においてある申し込
みカードに記入し、顔写真(縦４㎝×横３㎝)４枚
○こどもと関わる活動に興味がある人
をそえて、本人が青尐年活動センターまで提出し
○いろいろな人と関わることが好きな人
てください。くわしくは青尐年活動センターまで。
○地域のために役立つことをしてみたい人
入間市青尐年相談員協議会事務局
○入間市に在住・在学・在勤（いずれか）している人
（入間市青尐年活動センター内）
○18～32 歳の人
TEL：2962-1005

第 23 期メンバー募集
しています

（平成 22 年 4 月 1 日現在 高校生丌可）

イタリア滞在レポート
☆上野恵利☆ Vol.４
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくどうぞお願い致します。
２０１０年もイタリア・ミラノの福祉施設からの滞在
レポートを行っていきたいと思います。
私はこの１月でミラノに来て１年７ヶ月になります
が、今回は今の自分の活動や近況をご報告してい
きたいと思います。
現在私は福祉団体アトラが行っている障害者対
象のグループホームの中に住んでいます。そこで
週に４日、夜勤をしています。
今私がいる棟には４人の知的障害のある人がい
ますが、４人は身の回りの大体のことを自分で出来
るので、緊急事態が起こらない限り、わりと平穏に
夜勤の仕事を行っています。
アトラでの夜勤の仕事は、家賃と食費は支払わな
くて済みますが、お給料が出ないため現在ほかの
福祉団体を回り就職活動を行っています。
今までに７つの福祉団体に履歴書を持って回りま
したが、今のところ連絡は来ず・・言葉の問題をはじ
め私がこの国の施設で働けるようになるまでには、
大きな壁があると感じています。
しかしそれに負けずイタリアの福祉施設の活動を
知りたいという気持ちがあるため、活動を続けてい
きたいと思っています。
改めて自分にとって何がイタリアの魅力なのか、
と考えますが、一般的に知られている明るい雰囲
気や、自然と人が調和して景色がきれいなところ、
美術作品の傑作が多くあるところ、歴史的建築物
や街そのもの自体が素晴らしいところにも大きな魅
力を感じます。
それに加え私はイタリア人のある部分の気質に
惹かれます。イタリア人は一般的ににぎやかで、お
しゃべりが好きですが、たとえば車椅子の人がバス
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

「グループホームの住人マルコとマリア」

に乗ろうとしているとき大抵の人は声を出さず表情
も変えず手を差し伸べます。そのままという感じが
します。必要なことは感じていれば言う必要はな
い、雰囲気が出るからそれで十分と言うような感じ
をうけます。普段のにぎやかな彼らと違う一面に、
また日本人とは違う表現に魅力を感じます。
イタリアは福祉の最先進国とは言えません。場合
によっては日本の方が進んでいると思います。です
が、私が今求めているものと重なるものがイタリア
の福祉の中に、文化の中にあると感じるため、それ
を突き詰めていくためにも、滞在し活動を続けてい
きたいと思っています。
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第7回

手しごと ぬくもりの輪和話

健康福祉センターまつり
＆開催に伴う募集！！

今年も健康福祉センター会場に市民、関係団体、
市が協力し合い、健康と福祉のまちづくりイベン
いことが盛りだくさん！ ぜひ遊びに来てね！
【日時】3月14日（日）10時～15時※雨天決行
【会場】健康福祉センター
社協ボランティアセンターも参加します。
一緒に“使用済み切手の整理”体験しませんか？

●「障がいのある方の作品展」展示作品
皆さんが心を込めて取り組んだ作品を出品して
みませんか？
【対象】障がいのある方
【募集作品】絵画、写真、工芸作品、書道等で1人（１
グループ）１点。詳しくは、市健康福祉課で配布し
ている募集要項をご覧ください。
【参加費】無料
【申し込み】２月２６日（金）までに申込書（市健康
福祉課に用意）に記入し、直接、健康福祉課（ファ
ックス可）
※展示スペースに限りがあるため、申し込み多数の
場合は先着順とします。
●健康ふれあいウォーク（小雨決行）
４㎞または８㎞のコースを選択し、みんなで楽し
く歩きましょう!!参加賞を用意しています。
【集合時間】９時
【定員】先着８０人（小学生以下は保護者の同伴が必要です）
【参加費】３００円（保険料等）
【持ち物】雨具、タオル、飲み物、歩きやすい服装、運動靴
【申し込み】３月８日（月）までに参加費を添えて市健康福祉課
●カラー軍手でゆび人形を作って遊ぼう！
【とき】①10時30分～正午 ②13時30分～3時
【対象】未就園児とその保護者
【定員】各先着10組
【参加費】無料
【申し込み】2月8日（月）から電話により市親子支援課
●血液型検査（ABO式）・血管年齢測定
【定員】①血液型検査（ABO式）：200人
②血管年齢測定：48人（40歳以上の方）
【費用】無料
【申し込み】2月15日（月）〈必着〉までに往復はが
きに必要事項を記入し、郵送してください。
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※申し込みは1通につき1人のみ（複数名の記載は2人目
以降無効）とします。
※①・②とも申し込みは1人につき1枚まで（複数枚の申
し込みは2枚目以降無効）とします。

【問い合わせ】
実行委員会事務局（健康福祉センター健康福祉課内）
TEL:2966-5513 FAX:2966-5514
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

人と人とのぬくもりで創り出す陶芸・染物・手
織物など、心を込めた手作りの作品をごらんくだ
さい。（作品の展示、即売をします。）
【参加施設】光の園・キャンパス・はばたき・き
ぼうの園・こあふる・プロペラ・し埜扉・飛行
船・飛行船2号・ワークみどり・トリプルナイン
みんなの家・国立秩父学園
【日時】2月9日（火）～15日（月）10時～14時
【会場】西武所沢店８F 特設会場
【問い合わせ】所沢市社会福祉協議会（総務課）
TEL:04-2926-8202 FAX:04-2925-3419
平成 21 年度スポーツプログラム

ウィンタースポーツ
スキーが初めての人あつまれ～！
【対象】スキーが初めてで肢体に障がいがある方
【費用】17,000円
【期日】2月20日（土）～21日（日）
【場所】ニューグリーンピア津南（新潟県）
※障害者交流センターから往復貸し切りバスを使用。
【申し込み】1月31日（日）までに所定の申込用
紙に必要事項を記入の上、直接持参または郵送
※締め切りが近くなっています、お問い合わせ
ください。
【問い合わせ】県障害者交流センタースポーツ指
導担当ウィンタースポーツ係
〒330-8522 さいたま市浦和区大原3-10-1
TEL:048-834-2248 FAX:048-834-3333

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11回「社会貢献基金助成」
【対象】非営利組織（財団法人、社団法人、社会
福祉法人、NPO法人、その他の任意団体、市民ボ
ランティアグループなど）。または大学、研究機
関（個人も可）で、今回募集する助成対象事業の
趣旨に合致する事業を行おうとしている団体等。
【助成対象事業】
①研究助成事業 ②高齢者福祉事業 ③障害者
福祉事業 ④児童福祉事業 ⑤環境・文化財保
全事業 ⑥国際協力・交流事業
【助成金額】
1件あたりの上限200万円（総額1,000万円）
ただし、研究助成事業においては、1,000千円
を上限とします。
【締切日】2月末日（必着）
【問い合わせ】
社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 社会貢献基金 運営事務局
〒105-0004
東京都港区新橋1-18-16日本生命ビル9F
TEL：03-3596-0061（担当：山村）
URL：http://www.zengokyo.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☆

お願いします！
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。

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プリペイドカー
ド 2,650 枚を財団法人ジョイセフに送りました。
発展途上国で推進している「ホワイトリボン運動」
の活動資金に活用されます。
使用済み切手 2 箱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。
★使用済みの切手
やプリペイドカー
ドはボランティアセンターの回収 BOX へ！！

☆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？

2 月 25 日第４木曜日

ボランティア活動保険のお知らせ
平成 22 年度分のボランティア活動保険加入手
続きは、2 月中旬からお申し込みの受付を始めま
す 。 加 入 手 続 き は お はや め に お 願 い い た し ま
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。

仲間づくりの第一歩 ボランティア登録しませんか！
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、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。
◆◆◆11 月 26 日現在の登録状況です。◆◆◆
ボランティア･･･個人２８名、１７団体。
演芸ボランティア･･･個人 7 名、９グループ。

「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、Ｕアリーナ
★宮寺…小林病院
★下藤沢…理容ナガサワ、ヨークマート武蔵藤沢店

★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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