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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】利光・鈴木

演芸ボランティア登録

ボランティア『つなぐ』
内容：大正琴・カラオケ・舞踊・ハーモニカ演奏

ほか

デイサービス等への慰問活動を行っています。
大正琴演奏に合わせて皆さんと唄ったり、舞っ
たり、楽しい時を過ごします。カラオケを楽しん
でもらいます。ほか
【活動日】ご相談ください
【活動人数】スペースに合わせて活動内容、人数
を調整します。
（ ～１2 名）

イル ムジカ
内容：クラシック、音楽演奏（軽音楽も）
ご依頼を受けてから選曲、練習をしま
す。
【活動日】ご相談ください（できれば
半年前、少なくとも 3～4 カ月前に日
程をお知らせください）
【活動人数】7～10 人
より良い音楽文化を高めていけたら
と思っています。

柳澤 洋二（やなぎさわ ようじ）
内容：バルーンアート、ジャグリング、パーカッション
子供やお客さんと同じ場所
に立ち、一緒に遊びながら一人
一人にバルーンを作ってプレ
ゼント。
お祭りやイベントなどで！
【交通費】遠方の場合は電車賃
【必要経費】バルーン代
（100 本で 700 円程度）

（7/21 現在）
★個人活動
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・演歌・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）
柳澤洋二（バルーンアート・ジ
ャグリング・パーカッション）
❤グループ活動
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）
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
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）
現代尺八吹奏会（尺現会）
（尺八の吹奏）
東金子ハーモニカクラブ
（ハーモニカ演奏）
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
（クラッシック、音楽演奏）

☆個人ボランティア登録者は、7/21 時点で、34 名です。

お問合せはボランティアセンターまで！

災害ボランティア活動報告

被災地復興の祈りを込めて…
東日本大震災発生から 4 ヶ月余り。一歩一歩復興に向けた取り組みは行われていますが、
被災者の方々が安心した暮らしを取り戻すには、まだまだ多くの時間を要するのが現状で
す。そんな中、入間市社会福祉協議会では、被災地復興支援の一環として、7 月 2 日（土）
、
9 日（土）の 2 回、宮城県東松島市でボランティア活動を行ってきました。
1 回目は社協職員と市職員、2 回目は社協職員 5 名と一般ボランティア 17 名で、両日と
も前日の夜 11 時 30 分頃、入間市役所ロータリーから大型バスで現地に向け出発し、災害
ボランティアセンターで受付を済ませ、朝 9 時ごろから作業開始。帽子、マスク、長袖、
長靴といった格好で、側溝の汚泥の掻きだしを
中心に行いました。
作業場所は沿岸部から 4～5ｋｍ離れた住宅街
で、一見大きな被害はなさそうに感じられまし
たが、家々の窓には高さ 1m はある津波のあと
がくっきりと残っており、あらためて震災の大
きさを物語るものでした。一般ボランティアの
参加者は一様に驚きの表情を浮かべながらも、
必死でスコップを走らせ、お互いに協力しなが
ら作業を進めていきました。住民の方々が安心
して暮らせる環境を願いながら・・・。
側溝の汚泥の掻きだしの様子

炎天下の中でしたが、体調を崩される方も
なく、14 時頃作業終了。その後入浴施設で汗
を流し、東松島市災害ボランティアセンター
へ向かい、入間市から運んできたペットボト
ルの水や乾電池等を渡しました。
災害ボランティアセンターは各地から来ら
れるボランティアをコーディネートし、現地
の復興に直接関わる大切な情報機関。センタ
ー内には被災地の地図や現在の作業状況など
が集約されており、スタッフの方々が連携を
ボランティア参加のみなさん
取りながら活動されていました。
災害ボランティアセンター内を見学し、16 時頃東松島市を後にし、無事入間市へ戻って
きました。実際に現地の状況を目の当たりにし、被災地のボランティア活動及び、義援金
といった多角的な面から継続した支援を行うことの大切さを強く感じました。被災者の皆
様の心が安らぐことを心よりお祈り申し上げます。また、今回、一般ボランティアで参加
された皆様、本当にお疲れ様でした。
文：入野（社協職員）
被災地災害ボランティアセンターについては、各ホームページで確認できます。
福島県災害ボランティアセンター はぁとふる・ふくしま
宮城県災害ボランティアセンター
岩手県社会福祉協議会 ずっぱりボランティアいわて
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

http://www.pref-f-svc.org/
http://msv3151.c-bosai.jp/
http://www.iwate-shakyo.or.jp/
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久保稲荷神社祭りに出店します！
扇台福祉作業所
地域の行事に参加することで、扇台福祉作業所
の活動内容を多くの方に知っていただき、障が
い者への理解の輪が広がればと思います。
ぜひ遊びに来て下さい！
【日時】7/30（土）
16:00～21:00
雨天の場合
7/31（日）
【会場】
久保稲荷神社
【出店内容】
手づくりクッキー、パウンドケーキ、染色、紙すき
製品、漬物他 自主製品を多数用意しています。
【問い合わせ】入間市扇台福祉作業所
担当：若林、野呂
TEL:2962-5308 FAX:2962-5458

納涼祭＆大樹祭
大樹の里
大樹の里が開催する、皆様と一緒に楽しめるイ
ベントのお知らせです。
犬のイベントも予定していますので、犬好きな
方は是非ともご参加ください。入居者一同心より
お待ちしております。
①納涼祭・・・新久囃子、出店、花火、盆踊り等
8/4（木）18:00～21:00
②大樹祭・・・出店、クラブ発表
10/15（土）9:00～15:00
【会場・問い合わせ】
茶の花福祉会 障害者支援施設 大樹の里
入間市高倉4-15-5
TEL:2964-3965 FAX:2963-7890
ホームページ
Taiju-sato@chanohana-fukushi.or.jp

作品展
杏樹苑ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ
高齢者のみなさまが、デイサービスご利用中に
制作した作品です。日頃の活躍ぶりをご理解いた
だき、みなさまの励みとして頂ければと思います。
【日時】8/15（月）～19（金）10:00～16:00
【会場】入間市役所 1階 市民ギャラリー
【内容】絵画、書道、ぬり絵、貼り絵、園芸、手
芸、写真の展示
【問い合わせ】杏樹苑デイサービスセンター
担当：村上、熱田
入間市上藤沢851-1
TEL:2966-7171（内線107） FAX:2966-7173

ポスター掲載絵画募集
障害者スポーツ大会
次回（平成24年度）の大会告知用ポスターに掲
載する絵を募集しています。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。鉛筆書き等の丌鮮明
なものは丌可。裏面に住所、氏名、連絡先を記
入。
【応募方法】9/21（水）までに直接、市健康福祉
課（応募作品は返品しません）
【審査方法】全応募作品を今大会（10/2（日）市
民体育館）の会場に掲示し、来場者の投票によ
り決定。
【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中刷りをごらんく
ださい。

みんなの手
掲載記事募集！
イベント情報やボランティア仲間の募集な
ど、みんなの手に載せませんか？

夏祭り！感謝の夕べ
おおるり
模擬店、盆踊り、花火、カラオケなど！
みんな来てね♪
【日時】8/6（土）18:00～20:30
雨天の場合8/7（日）
【会場・問い合わせ】
社会福祉法人 羽搏会 おおるり
入間市小谷田707-1
TEL:2962-5907 FAX:2962-0506

【記事内容】①ボランティア募集 ②ボランテ
ィアやります ③イベントのお知らせ ④ゆ
ずります ⑤その他
★日時、場所、内容、問合わせ先は必ずお知ら
せください。
【原稿締切】毎月 10 日
※記事をおよせいただいても、掲載できない場
合がございます、あらかじめご了承ください。
くわしくはボランティアセンターまで

☆お知らせ… 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。 7/21 現在で 8,231,274 円のご協力をいただいています。
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夏休みボランティア体験

使用済み切手の整理の会
ボランティア一緒にやってみませんか？

事前説明会が行われました！

今年の夏ボラには 125 名の参加申込があり
どなたでも参加できます。直接お越しください。
ました。3/11 におこった東日本大震災の影響
【日時】毎月第 2・4 木曜日
13:00～15:00
もあり、まず、自分のできることからやってみ
（祝日の場合はお休み）
a よう！と参加を決めた方も多かったのではな
【場所】市民活動センター3 階
いでしょうか。
【持ち物】はさみ
【問い合わせ】ボランティアセンター
夏休みが終
わっても、ひ
いつもご協力ありがとうございます
き続きボラン
ボランティアセンターでは、使用済み切手、メーター
ティアに関心
スタンプ、使用済みインクカートリッジ（エプソン、キャノ
を持って息の
ンの純正に限る）を集めています。
長い活動を続
回収 BOX は、ボランティアセンター、健康福祉センタ
けいただけたら、メニューを提供団体、施設、
ーにございます。
ボランティアセンターのわたしたちもうれし
★入間市理容組合加盟店も回収に協力しています。
いです！
お気軽に店舗まで (*^_^*)
これらは、収集家や業者を通して換金され、国際援
今年も暑い夏が予
助や福祉の分野に活用されます。
想されます。熱中症
に気を付けて活動し
※プリペイドカード、ペットボトルのキャップは回収
てください！
していません。

ボランティア活動に入る前にボランティア活動保険に加入しましょう。
平成 23 年度の保険料（掛金）は下記のとおり。
基本タイプ
A 280 円
B 420 円
年間保険料
天災タイプ
天災 A 490 円
天災 B 720 円
（天災タイプ＝基本タイプ＋地震・噴火・津波）
◦補償期間は 4/1～翌年 3/31 です。
災害ボランティア活動をされる方へ
◦途中で加入する場合も掛金はかわり
東日本大震災に対するボランティア活動保険加入について、大
ません。
規模災害時における特例加入を適用しています。
◦個人でも、団体でも加入ができます。
これは、災害時ボランティアに参加する方がボランティア保険に
◦活動内容を正確に把握させていただ
加入する場合、即時の保険開始となります。（被災地への往路から くため、具体的な活動内容を確認して
保険が適用されます。）
います。
○地震（余震）によりケガをした場合には、「天災タイプ」でなければ
お手続き・お問い合わせ
補償できません。
入間市社会福祉協議会
○すでに基本タイプに加入した方が「天災タイプ」に加入する場合
入間市ボランティアセンター
は、新規に加入手続きをしてください。

「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、マイリゾートダイニング、Ｕアリーナ
★宮寺…小林病院 ★野田…ふらいぱんや ★下藤沢…理容ナガサワ、ヨークマート武蔵藤沢店
★久保稲荷…玄米菜食＆カフェ SAIEN
■入間市理容組合加盟店（使用済み切手の回収協力）
“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。
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
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