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埼玉県における共同募金運動は昭和 23 年に始まり、今年
で 62 回目の運動となります。
今年も 10 月 1 日から全国一斉に行われます。共同募金運
動は『寄付』という形で参加できるボランティア活動です。
みなさまから赤い羽根募金へ寄せられた寄付金は、児童や
高齢者、障害福祉のため、また、身近な地域の福祉活動や民
間社会福祉施設など、様々な福祉活動に役立たせていただい
ております。

街頭募金ご協力ありがとうございました！！
市内ボランティア団体、当事者団体、自治
会等にご協力をいただき、入間市駅（10/1）
武蔵藤沢駅（10/2）にて赤い羽根共同募金
のお願いを市民の方へ呼びかけました。
たくさんの方にご協力いただいた結果、２
日間の合計募金額は 35,042 円になりまし
た。ありがとうございました！！

お問合せは、ボランティアセンターへ

扇台福祉作業所

扇台福祉作業所ってどんなところ？
そこで、誰が何をしているの・・・？ と、いうわけで作
業所の活動内容を紹介しいろいろな作業体験を通し、障がい
を持っている方への理解を深めていただきたいという目的で、作業所公開日を設けてみました。晩秋の一日、
お散歩の途中にでも立ち寄ってみませんか？みなさんのご来場をお待ちしています！

作業所公開日のご案内

《体験内容》
紙すき（はがき・しおり・箸セット他）
牛乳パックを再生し、製品に至るまでの過
程がわかります。
藍染め・草木染め
結んだり、折ったりして自由に模様をつけ
てみてください。出来上がりが素敵です。
大勢のみなさんの
手織り
お越しを
一本の糸から布へ、好きな糸を選んで織っ
お待ちしています！
てください。
刺し子
一針一針にまごころをこめた作品が展示し ●日時：平成 21 年 11 月 15 日（日）
１０：００～１５：００
てあります。
●場所：扇台福祉作業所
ハーブを使って
ラベンダーのポプリやハーバルバスを作っ ２ 扇台 2 丁目 7 番 26 号 TEL:2962-5308
♡社協だより 10/1 号のクッキーセット券を忘れないでね！！
てみませんか？
２

イタリア滞在レポート
☆上野恵利☆ Vol.2
私のひとつの夢は日本とイタリアの障害のある
人たちの旅行や交流をサポートすることにありま
す。
１０月３日～７日、元職場であるNPO法人だい
ちの会あすなろの代表理事寺本さんがご家族とイ
タリアにみえました。
寺本さんのこれまでされてきている活動は、今
の私の福祉活動のひとつのお手本になるようなも
のだと感じているため、ミラノに来て頂きアトラ
や街をご案内させて頂いたことがうれしかったで
す。
寺本さんは重度の障害を持った息子さんがおら
れましたが、とても残念なことに今年５月、３６
歳で他界されました。
これまでの３６年間、ご家族やお母様でしかわ
からない経験をされてきたと思います。
２２年前にあすなろの前身となる「入間市肢体
丌自由児（者）父母の会」を会のご父兄の方々と
発足され、以後３代目の会長として１０年間続け
られ、２年前にバトンタッチをしました。
私が思う、障害のある人を家族にもつというこ
とは、もちろんしあわせなことも多いと思います

が、自分以外のもう１人の生活を常にケアすると
いうことは大変なことだと思います。もし自分の
立場で考えると難しく全ての人にできることでは
ないと思います。寺本さんはその日々の生活の上
に、団体の代表を勤められ、日頃から障害者が正
しく社会に理解されることや、障害者の雇用問題
など、広い視野で考えられ活動を行われてきてい
ます。
そのような活動を尊く思い、日頃から尊敬する
私には今回の訪問が今後の活動への励みになりま
した。
現在の私のイタリアで
の活動は、２つの国の障
害のある人たちの旅行や
交流をサポートしたいと
いう目標はあっても、ま
だまだあいまいな部分が
多く、また外国故に立ち
並ぶ問題も多いですが、
障害を持つ人やその家族
上段左：アトラ運営委員会ガビノン氏
が旅行や交流などで、イ
右：アトラ代表リーノ氏
タリアを楽しめることに 下段左：大野喜久代さん(姉)
貢献できたらと思ってい 中央：あすなろ代表理事 寺本君代さん
右：寺本貴子さん(娘)
ます。

第 33 回元気な入間 障害者スポーツ大会が中止になりました。
毎年恒例の障害者スポーツ大会ですが、今年は“新型インフルエンザ”が流行、今後さらに感染拡大が予想されること
から、感染防止のため中止になってしまいました。
ボランティアセンターからは、5 団体 26 名、個人会員 11 名が運営にボランティア協力する予定でした。ご協力あり
がとうございました。 残念ですが、来年の大会にまたご協力お願いしたいと思いますので よろしくお願いいたします。
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通学介助のボランティア急募！
旭出特別支援学校（東京都練馬区）に電車で通
う高校1年生の男子に付き添ってくださる方を探
しています。
※市が実施している心身障害者通学等移動介護
人事業による有償ボランティアです。
【内容】自宅（扇町屋）あるいは入間市駅から大
泉学園駅発のスクールバスに乗車するまでの
同行。（自動車で自宅まで来て、付き添って
くださる方には駐車場が用意できます。）
【日時】入間市駅7：00頃～8：15（バス乗車）
月～金曜日 週1日でもかまいません。
【問い合わせ】ボランティアセンターへ

「子どもの音楽療法」
～音楽療法と音楽教育の接点～

子どもの音楽療法とは？音楽療法と音楽教育の
違いは？
この道のスペシャリストとして活躍されている
先生からお話を伺えることになりました。
【申し込み】参加無料 ☆お名前、所属、連絡先
を下記 FAX へ 11 月 16 日（月）までにお知らせ
ください。
【講師】遠山文吉 先生（国立音楽大学教授）
【日時】11 月 25 日（水）15：30～17：00
【会場・問い合わせ】県立狭山特別支援学校
狭山市笹井 2958 番地 （担当：液野・田中）
TEL 2953-1612 FAX:2969-1033
のら猫トラブル解決法！

地域ねこ活動のすすめ（講演会）
猫トラブル解決法としての「地域ねこ活動」の
考え方や、問題解決事例の紹介など。
※入場無料、申込丌要
【講師】黒澤 泰 氏
【日時】11 月 13 日（金）13：30～15：00
【場所】イルミン（市民活動センター）3 階 活動室１
【問い合わせ】いるまねこの会 當摩（とうま）
TEL:2962-2351
第 21 回全国生涯学習フェスティバル
まなびピア埼玉 2009in 入間

第 15 回 いるま生涯学習フェスティバル
11 月 1 日（日）入間市博物館、大妻女子大学、
東野高等学校、二本木公民館周辺にて、生涯学習
活動団体による大イベントが行われます。
ボランティアセンターに登録している団体では
入間六ツ星会、友愛会、入間市手話の友の会のみ
なさんが、東野高等学校屋内会場でイベントに参
加しています。
【時間】１０：００～１５：３０
【問い合わせ】実行委員会事務局
（教育委員会 生涯学習課内）
TEL:2964-1111（内線 4123･4124）
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
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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。

●JT青少年育成に関するNPO助成事業
【対象】非営利法人が日本国内において、地域社会の
核となって実施する青少年の健全な育成につなが
る事業の事業費および人件費。
【締切】１１月２０日（金）
【問い合わせ】
日本たばこ産業株式会社 CSR推進部 社会貢献室
TEL 03-5572-4290 FAX:03-5572-1443
●財団法人キリン福祉財団「第16回公募助成」
【対象事業】
地域における子育てに関わるボランティア活動
【締切日】11月9日（月）（当日消印有効）
【問い合わせ】財団法人キリン福祉財団事務局
TEL:03-5540-3522 FAX:03-5540-3525
http://www.kirin.co.jp/foundation
●(社)生命保険協会「子育て家庭支援団体に対する助成」
【対象団体】日本国内において、就業前の子どもの保
護者（妊婦等を含む）への支援活動を行っている民
間非営利のボランティアグループ・団体、NPO法
人等で、要件をすべて満たす団体。
【締切日】11月13日（金）（当日消印有効）
【問い合わせ】社団法人生命保険協会 埼玉県事務室
TEL:048-644-5001 FAX:048-647-5479
http://www.seiho.or.jp/
●第９回「ソニーマーケティング学生ボランティアファンド」
【対象活動】
（１）大学生がリーダーシップをとってすすめるボラ
ンティア活動。新たにグループを結成し、これから
活動する新規の計画案でも応募可能です。
（２）2010年1～5月の間にスタートできる活動。
なお、既に実行されている活動については、この期
間に継続していることを要します。
（３）2010年6月に予定している活動報告会（東京
予定）に参加し、結果もしくは経過を報告できること。
【締切】11月１２日（木）１８:００まで
（郵送の場合は１１月１２日（木）必着）
【問い合わせ】
ソニーマーケティング学生ボランティアファンド
事務局
TEL･FAX：03-5421-5131 月～金 １０:００～１７:００
●さわやか福祉財団「連合・愛のカンパ」助成金
【対象】新たに始める、地域における「ふれあい・助
け合い活動」
【締切】１１月２０日（金）必着（郵送のこと）
【問い合わせ】（財）さわやか福祉財団
TEL 03-5470-7751 FAX:03-5470-7755
●「年賀寄附金配分公募」 ホームページをご覧ください。
http://www.post.japanpost.jp/kifu/
【問い合わせ】
郵便事業株式会社 環境・社会貢献室内 年賀寄附金事務局
TEL 03-3504-4401 FAX:03-3592-7620
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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。～
障がい者の経済的自立や
人間らしい当たり前の生活を支援します

福祉映画会

おくりびと

手織り教室とサロンを開きます
11 月 23 日オープン！

ゆいの花

オープニングセレモニー
バイオリンコンサート
参加者懇談会

13:00～
13:15～
14:00～

入間市市民会館ホール

ギャラリー・授産製品の販売・教室の作品販売もします。
オープン前（準備中）から見学できるので、ちょっとのぞい
てみてください！
★手織り教室プレオープン（11 月から体験の活動を開始）
…手織り体験（無料）
…制作体験：ランチョンマット 700 円、コースター500 円
★サロンプレオープン（11 月から体験の活動を開始）
…開催：火・木・土曜日
無料体験できます。

11 月 21 日（土）12:00 開場
11 月 21 日（土）13:30 開演
社会福祉協議会では、歳末たすけあい激励事業の
一環として、福祉映画会を実施いたします。
障害のある方もない方も一緒に映画を楽しみま
せんか。
☆申込は丌要ですが、視覚障害の方・車イス使用
の方は事前にご連絡ください。
☆音声ガイドを利用する方は、ＦＭラジオを忘れ
ずにご持参ください。
☆駐車場は台数に限りがありますので、なるべく
公共交通機関をご利用ください。

【問い合わせ】NPO 法人くるみの木 ゆいの花
〒358-0012 東藤沢 2-15-5 ピュアドリーム藤沢 102 号室
TEL:２９３６－９５２７ FAX:２９３６－９５２８
★武蔵藤沢駅から 500m・藤沢プラザボウル裏 3 本目の通りです

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。

入場無料

開場後、市民会館ロビーにて、入間市社会福祉協
議会の事業紹介パネル展示、扇台福祉作業所の手作
りクッキー・ケーキや自主製品の販売を行います。
みなさまお誘い合わせのうえ、時間に余裕を持っ
てお越しください。

◆◆◆10 月２３日現在の登録状況です。◆◆◆

【問い合わせ】社会福祉法人 入間市社会福祉協議会
TEL:２９６３－１０１４

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。

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？
毎月第２・第４木曜日の 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。
台風の影響を考えて、10 月 8 日の切手の整理を中止させていただきました。
強風の中お越しいただいたボランティアのみなさま申し訳ございませんでした。

「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
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