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5 月号
平成 24 年 4 月 23 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】利光・鈴木

「障がいがあっても自分には出来ることがある。
」
シモーネさんには重度障がいがあります。
彼はイタリアで仕事をしています。
手を使わずに体の一部でマウスを操作するソフトを開発･販売する会社
の社長をしています！

※手話通訳・要約筆記あり
イタリア語通訳：上野恵利

日時：平成 24 年 6 月 16 日（土）
13:30～16:00 （13:00 開場予定）
会場：市民活動センター「イルミン」
3 階 活動室 1
（入間市豊岡 4-2-2）

★シモーネ・ソリア
エンジニア、有限会社ＡＩＤＡ（アイーダ）社長
痙性四肢麻痺障害
1979 年 イタリア、レッジョ・エミーリア州モデナ
市生まれ。1998 年 モデナ＆レッジョ・エミーリ
ア大学 情報工学科を首席で卒業。2005 年
有限会社アイーダを始める。（業務内容は障が
い者と高齢者のための手を使わずに体の一部
でマウスを操作するソフトの開発、販売）

【主催・申し込み・問い合わせ】
市社会福祉協議会・ボランティアセンター
TEL、FAX または E メールにて、お名前と
連絡先をお知らせください。
先着 100 名を予定しています。
TEL:2964-0486 FAX:2963-1072
E メール iruma_vc@atlas.plala.or.jp

この講演会は、昨年みんなの手 100 号発行の記念講演として開催を予定していましたが、東日本大震災の影響により
中止になってしまいました。この講演会を今回シモーネさんの来日に合わせ、改めて企画したものです。

折り紙のおひなさまを
岩手県大槌町の子供たちへ
岩手県一関生まれのおばちゃん！？
柴田勢子さんに活動についてお伺いし
ました。

Ｑどのような活動ですか？
被災地でおひなさまをなくした子供たちに、折り紙の
おひなさまをプレゼントしよう！というものです。
知人、友人に呼びかけたら予想外の反響があり、大
勢の方のご協力をいただきました。
Ｑ受け取り先はどのように決めたのですか？
井上ひさしさんの「吉里吉里人」にちなんで、岩手県
大槌町にしました。小学校は教育委員会へ、保育園・
幼稚園は福祉課へサンプルを添えて打診したところ、
快く引き受けてくださいました。
Ｑどの位の折り紙のおひなさまを送りましたか？
男びなと女びなをセットにして、小学校 5 校全児童
600 人分、保育園・幼稚園 7 園 400 人分、町内の仮
設住宅に 240 人分、合わせて 1240 組をお送りしまし
た。

イタリア滞在レポート♡上野恵利♡
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4 月現在イタリアは日本と同じ春であるはずです
が、1 週間のうちに春夏秋冬があるような気温差の大
きい日が続いています。
私事ですが、今月 4 月 22 日にモデナの大聖堂にて
エンジニアで重度の身体障がいのあるシモーネと結
婚します。私はキリスト教徒ではありませんが、宗教
に関わらずイタリアでは教会か大聖堂で結婚式を挙
げるカップルは教会主催の「結婚するカップルのため
の講座」を受ける義務があります。それに伴い私たち
も先月からこの講座を受けています。今回はイタリア
での結婚の準備のひとつであるこの講座について書
きたいと思います。
はじめこの講座がどのような内容になるのか想像
がつきませんでしたが、受けてみると日本の学校の授
業で例えるなら「道徳」の時間に近い印象でした。
時々、日本にはないイタリア独特な考え方なのか、ま
たはキリスト教ならではなのか私にとっては新鮮に
感じる表現があります。
たとえば、ある回のテーマは「恋とは何か、愛とは
何か」というもので、司祭によって書かれたプリント
が配られました。そこには「愛するとは、一緒にいる
と素敵だということだけで成り立つ関係で、別にお金
や何かが儲けられるわけではないので、早かれ遅かれ
関係が終わるリスクが常にある。
」と書かれていまし
た。このようなことを淡々と皆で一緒に読むことが私
には新鮮に映ります。
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

私たちもお手伝いしました！

～ この指とまれ ～
みなさまと一緒に来年も大槌町へおひなさまをお
送りしたいのです。今回のご協力に感謝すると共に
来年もお力添えをお願い申し上げます。新たにお仲
間になっていただける方大歓迎です。
「話」 と 「輪」 と 「和」 を念じて
柴田勢子
また別の回では「万が一…」というタイトルのイタ
リア映画を見ましたが、内容は幸せな結婚生活を期待
している新婚のカップルが、期待とは裏腹に様々な問
題が起こり、疲れきり離婚に向かうというものでし
た。
映画のあとで皆で話し合った結果、結婚前で浮かれ
ているカップルに覚悟を決めさせるために見せたの
だろうということになりましたが、私にはこの映画を
見させるアイデアがおもしろく感じました。
私がこの講座から得るものは何だろうと考えると、普
段は生活の必要事項に追われて愛や恋について、また
カップルの精神的な絆などについて改めてゆっくり
考える時間がないですがこの講座に参加することで
二人の間で話し合いをするきっかけになることなの
だろうと思います。イタリアの教会がこの講座を提供
する気持ちに感謝しながら、新しい人生の門出を切り
たいと思います。

上野さんのブログ→http://erierie1012.jugem.jp/
追記 今までみんなの手の担当者であった鈴木百代さんが
今月を最後に退職されます。これまで鈴木さんのお仕事へ
の熱意から、勇気をもらい励まされることが多くありまし
た。残念に思いますがこの場を借りてこれからの鈴木さん
にエールを送りたいと思います。がんばって下さい！これ
までありがとうございました。お疲れ様でした！
〒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 5 月号（平成 24 年 4 月 23 日発行）
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第２回

平成 24 年度 助成金情報

福祉ふれあい祭り
今年のふれあい祭りは東日本を応援します！！
★東北の福祉施設の商品販売
★鹿鍋（しかなべ）の無料提供！
★ヒーローショー（平成五大ライダーショー13:40～予定）
★ふあふあ、ミニSL、ゲームコーナー、大道芸
★フリーマーケット、屋台横丁、大道芸
この他盛りだくさんの内容です。みなさんお誘
い合わせの上お越しください。
【日時】5/12（土）10:00～15:00 ※雨天決行
【会場】彩の森入間公園 多目的広場
【後援】入間市・狭山市・所沢市
【共催】各社会福祉法人（茶の花福祉会、創和、みのり
福祉会、こぶし福祉会、新、安心会、所沢しいの木会）
【問い合わせ】大樹の里 TEL：04-2964-3965
まだまだ募集中！

共学支援ボランティア養成講座
埼玉県では、障がいのある子とない子が一緒に
学ぶ機会（支援籍）を拡大しています。
入間市社会福祉協議会では、これをサポートす
るボランティアを養成するために講座を開催いた
します。今年で8回目のこの講座は、狭山特別支援
学校の子どもたちとの交流や授業を体験していた
だき、講座修終了後にサポーター（ボランティア）
登録をしていただくことを目標としています。
「支援籍」ってなあに？
障がいのある児童生徒が、通常学級や特別支援
学級、特別支援学校を状況に応じて行き来できる
制度。特別支援学校から、居住地の通常学級での
授業に参加したり、小・中学校の通常学級の子ど
もがケースに応じて特別支援学級や特別支援学校
で専門的な教育を受けたりすることができます。
【講座の内容・申し込み方法】社協だより4/1号
広報いるま4/15号、みんなの手4月号でご確認の
うえボランティアセンターまで。
東日本応援！

桜ライン 311

くわしい内容については、各団体もしくは、ボラン
ティアセンターへお問合わせください。

■「24 時間テレビ」35
【内容】福祉車両寄贈、電動車いす寄贈
詳細は、ホームページでご確認ください。
http://www.ntv.co.jp/24h/contents/pdf.htlm
【締切】5/18（金）当日消印有効
【主催】「24 時間テレビ」チャリティー委員会

■ふれあいの詩基金
障害者の社会参加を進めるボランティア活動などの振
興を図るため、地域で活動するボランティアグループや
学校の PTA や親の会に対して助成します。
【対象】埼玉県内に活動拠点があり、地域福祉活
動実績があるボランティアグループ等。
【内容】10 万円を限度
【締切】5/24（木）市町村社会福祉協議会へ必着
【問い合わせ】社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議
会 埼玉県ボランティア・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
TEL:048-822-1435 FAX:048-822-1449
ホームページ
http://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama03/volunteer/
■わかば基金
次の 3 つ方法で、ボランティアグループや NPO
法人の活動を応援します。①支援金部門（全国）②
リサイクルパソコン部門（全国）③東日本大震災被
災地 支援金部門
【締切】5/31（木）必着／郵送のみ
【申し込み・問い合わせ】
NHK 厚生事業団「わかば基金」係
〒150-0041 東京都渋谷区神南 1-4-1 第七共同ビル
TEL:03-3476-5955 メール: info@npwo.or.jp
ホームページ: www.npwo.or.jp

桜ライン 311 実行委員会では、東日本大震災を風化させないために、陸前高田市の
津波到達点上に桜を植樹し、震災の教訓を後世に伝えるための活動を行っています。

津波の最大到達点に桜を植えています。
私たちは、悔しいんです。
平成 23 年 3 月 11 日、東日本大震災が発生し、陸前高田市でも多くの人が時間を止めました。
次の時代が、この悔しさを繰り返すことのないように、
今回の津波の到達点を桜の木でつなぎ、
桜ライン 311 実行委員会では津波到達点に桜を植え
後世に伝えたいとおもいます。
るための協賛金を募集しています。
【主催・お問い合わせ】
桜ライン 311 実行委員会
TEL･FAX：0192-47-3399
メール： info@sakura-line311.org
ホームページ http://sakura-line311.org

（苗購入費、植樹関連作業費、運営費等に使用します）
【振込先】 みずほ銀行 盛岡支店(732) 普通 1198982
サクラライン 3.11
ゆうちょ銀行 記号:18360 番号:6810401
サクララインサンテンイチイチ

陸前高田市でボランティア活動を一緒にしませんか！詳しくは「はじめてみようボランティア活動」で確認してください。
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。4/16 現在で 10,095,624 円 のご協力をいただいています。
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ボランティア活動保険の加入手続きはお済ですか？
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 24 年度
掛金

基本タイプ

A 280 円

天災タイプ

天災 A 490 円

B

使用済み切手の
整理の会
使用済み切手の整理をし
ています。一緒にやってみ
ませんか？

420 円

天災 B 720 円

（天災タイプ＝基本タイプ ＋ 地震・噴火・津波）

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。
このほか、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
もお取り扱いしています。

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、新規登録の相談・受付をしていますので、お気軽
にボランティアセンターまでお越しください。

✿✿

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

掲載希望について
『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。

◆◆◆4/19 現在の登録状況
個人ボランティア 27 名
ボランティア団体 16 団体
個人演芸ボランティア 7 名
演芸ボランティアグループ 13 グループ

※掲載されない場合もございますご
了承ください。
誌面をお借りして・・・
たくさんのボランティアさんにお力を
貸していただき、平成 21 年 7 月からみん
なの手の発行にたずさわってき
ましたが、4 月いっぱいで社協
を離れることになりました。
短い間でしたが本当にありがと
うございました。鈴木

※登録のご相談などは、事前にボランティアセンターにご
連絡いただきますようお願いいたします。
（平日 8:30～17:00）

「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 5 月号（平成 24 年 4 月 23 日発行）
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