NO．103

9 月号
平成 23 年 8 月 22 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

事前説明会
杏樹苑

入間市ご美に花を咲かせる会
NPO 法人 EM ネット埼京

朗読ボランティア
グループ はづき

要約筆記サークル
グリーンペン

扇揚苑デイサービスセンター
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おおぎデイサービスセンター

FAD

地震、猛暑、ゲリラ豪雨、と今年も大変な条件の中
たくさんの方がボランティアに参加しました。
今後も活動を続けていってくれたら、というメニュ
ー提供団体・施設の方々の願いは、みなさんに伝わ
ったでしょうか。
※ここでは 8/6 までに取材、撮影した写真を掲載しました。
詳しい報告はブログに掲載の予定です。

また来年お会いしましょう！

お疲れ様でした。

点訳入間六ツ星会

大規模災害地支援情報
義援金
新潟県共同募金会は、この災害で被災を受けら
れた方々を支援することを目的に、義援金の募集
をしています。

ボランティア活動をされる方は
ボランティア活動保険にご加入ください！

新潟・福島豪雨災害に対するボランティア活
動保険加入について、大規模災害時における特
例加入を適用しています。
ゆうちょ銀行 口座番号 00590-6-162
居住地地域の社協で加入された場合は、被災
【口座名義】 新潟県共同募金会新潟県豪雨義援金 地への往路から保険が適用されます。
【受付期間】平成 23 年 10 月 31 日（月）まで
A タイプ 280 円
B タイプ 490 円
※ゆうちょ銀行窓口での振替手数料は無料です。 天災 A タイプ 490 円
天災 B タイプ 720 円

豪雨被災地 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。
新潟県社会福祉協議会
福島県只見町災害ボランティアセンター
福島県金山町災害ボランティアセンター

http://www.fukushiniigata.or.jp/
http://www.shien-p-saigai.org/tadami/
http://msv3151.c-bosai.jp/

東日本大震災 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

http://www.pref-f-svc.org/
http://msv3151.c-bosai.jp/
http://www.iwate-shakyo.or.jp/

「災害ボランティア・NPO 活動サポート募金」助成・・・赤い羽根の中央共同募金会
東日本大震災で被災された方々を支えるみなさまを支える募金をつくりました。
多くの方々に寄付をしていただいた大切な募金を、公正に助成していきます。
くわしくはホームページで確認してください。
www.akaihane.or.jp

イタリア滞在レポート
♡上野恵利♡ Vol.20
今月８月はイタリアではバカンスのシーズンで
す。
重度身体障害者で私の恋人のシモーネも家族と
一緒に１ヶ月海へ行きます。今回は私もそれについ
て行きました。
バカンスは日本にはない習慣のためこの期間は
特に文化の違いを感じます。
イタリアのバカンスは、のんびりしてリラックス
することが目的のため、バカンス中は何もせず過ご
します。海ならば毎日パラソルの下で海を眺め、本
を読んだり、時々泳いだりするくらいで、他にはほ
とんど何もしません。

海の近くにはバカンスのための借
家が並ぶ。どの家も庭の緑がきれい
に管理されている。

シモーネは「１年のうち１１ヶ月も働いたんだか
ら１ヶ月は何もしない月があってもいいんだよ」と
言います。
たしかに１ヶ月エネルギーを温存すると、客観的
に自分のことも見れ、その後動きやすくなるのかな
と思います。
イタリア人はマイペースで、人によってはバカン
ス後も常にバカンス中のような人もいますが・・特
に勤勉でストレスが溜まりやすい日本人にこのバ
カンスの文化が入れば、日常をもっと元気に過ごせ
るかもしれないと思います。
バカンスはいつも陽気なイタリア人から学ぶ、元
気を維持するイタリアの誇れる文化だと思います。
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第 19 回 やまゆり長寿フェスティバル
高齢者の社会参加、生きがいづくり、健康づく
り、世代間交流等をテーマにフェスティバルを開
催します。高齢者からお子さんまで、たくさんの
方の来場をお待ちしています。
【日時】9/3（土） 9:30～15:30
【会場】老人福祉センター「やまゆり荘」
【内容】わんぱく相撲横綱土俵入り、ミニコンサ
ート、介護予防コーナー、絵手紙コーナー、つ
くって遊ぼうコーナー、ミニゴルフ、模擬店、
バザー、産直野菜販売など
【問い合わせ】老人福祉センターやまゆり荘
TEL:2934-5315 FAX:2934-5438
第 11 回全国障害者芸術・文化祭埼玉大会

バリアフリー鑑賞 DAY
視覚や聴覚に障害のある方にも映画をお楽しみ
いただけるよう、新作映画の上映期間中に、「バ
リアフリー鑑賞DAY」を実施します！
この機会に映画鑑賞をお楽しみください！！
❤字幕・副音声付き上映
【上映作品】神様のカルテ
【日時】9/17（土）、18（日）10:00～、13:00～
【会場】ユナイテッド・シネマ浦和
浦和パルコ6F（JR浦和駅東口よりすぐ）

★事前の鑑賞予約をされた方は『団体割引料金』
でご覧いただけます。
❤バリアフリー映画制作体験ワークショップ
【日時】9/17（土）10:30～
（60分程度。映画鑑賞時間を除く）

【会場】浦和コミュニティセンター 第15集会室
浦和パルコ9F（ユナイテッド・シネマ浦和と同一ビル内）

【主催】厚生労働省・埼玉県・さいたま市
【問い合わせ】
NPO法人メディア・アクセス・サポートセンター
TEL:048-262-1770 FAX:048-262-1750
E-mail: saitama-art@npo-masc.org
ﾎ-ﾑﾍﾟｰｼ: http://npo-masc.org/

語来里と愉快な仲間たち
「たすけあい語来里」15 周年記念イベント

たすけあい語来里（かたくり）は、昼食宅配・
家事援助・老人ホーム訪問など、西武地区を中心
に活動するボランティア団体です。
【内容】15周年記念イベント
❤ピアノとフルートのデュオ ❤お国ことばで
語る民話 ❤アコーディオンで大合唱
★会員の趣味の作品展示・日常活動のパネル展示
【日時】9/25（日）13:00開場 14:00開演
【会場】入間市文化創造アトリエAMIGO！（アミーゴ）

全国一斉一日ボランティアデー

第 3 回 Make a CHANGE Day
誮でも参加できます！あなたも参加しませんか？
「Make a CHANGE Day」とは 1 年に 1 回、全国各
地（海外も可）で一斉にボランティア・市民活動
を行う日のことです。
【対象】2 名以上のグループならどんな形態でも
参加できます。グループ間の協働（共同）参加も
可能。また、参加者の国籍は問いません。
【開催日】10/22（土）
※この日に活動できない場合は 10/1（土）～10/31（日）
に実施予定の活動も対象となります。

【活動分野】環境、国際交流・国際協力、社会福
祉、まちづくり、安心・安全活動など。
「東日本大震災」の復興支援等に関連したボラ
ンティア活動も登録の対象です。
【登録方法】下記問い合わせ先参照
●インターネット（フォーマットに入力送信）
●FAX、郵送、電子メール
【締め切り】10/31（月）（郵送の場合消印）
【主催・問い合わせ】
Make a CHANGE Day 実行委員会
〒453-0021 名古屋市中村区松原町 1-24
COMBi 本陣 N104（愛・地球博ボランティアセンター内）
TEL:052-486-2055 FAX: 052-387-8822
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: http://makeachangeday.com/
E-mail: mcd@vol-expo2005.jp
市民がつくる、強くしなやかな社会
第 20 回全国ボランティアフェスティバル TOKYO

参加には事前申し込みが必要です。
詳しい内容はホームページでご確認ください。
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: http://volunteerfestival.jp
【開催日時・会場】
1 日目：11/12（土）12:00～
両国国技館、江戸博物館 ほか
2 日目：11/13（日）9:00～
青山学院大学、国連大学 ほか
【申込方法】FAX、郵送またはウェブサイトより
【申込先】
株式会社セレスポ 東京支店（担当:鈴木、唐沢）
〒170-0004 東京都豊島区北大塚 1-21-5
TEL:03-5974-5555 FAX:03-5974-7654
【問い合わせ】
東京ボランティア・市民活動センター
（担当:宮田、柳澤）
TEL:03-3235-1171 FAX: 03-3235-050
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ: http://www.tvac.or.jp/
E-mail: info@volunteerfestival.jp

仏子駅北口下車、駅を背に直進5分突き当たり
駐車スペースが少ないためお車でのご来場はご遠慮下さい

【参加費】100円（茶菓引き換え券）
【問い合わせ】たすけあい語来里
(深田)TEL:04-2932-3049 携帯090-2162-6431
☆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。 8/18 現在で 8,700,411 円のご協力をいただいています。
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♡ ご協力ありがとうございます ♡
★使用済みインクカートリッジ 334 個、使用
済み切手 7.5 ㎏を県内
深谷市の養護盲老人ホ
―ムひとみ園に送りま
した。これらは、収集
家や業者を通して換金
され、国際援助や福祉
の分野に活用されます。

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？
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
（祝日の場合はお休み）
【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

使用済み切手・メータースタンプ・使用済みインクカートリッジ（エプソン、キャノンの純正に限る）を集め
ています。回収 BOX を、ボランティアセンター、健康福祉センターに設置していますので、ご協
力をお願いいたします。 ※現在、プリペイドカード、ペットボトルのキャップは回収していません。
★入間市理容組合加盟店も回収に協力しています。お気軽に店舗まで (*^_^*)

ゆずります
車いす（特注）
利用しなくなりました。
ご利用になられる方がいらっしゃれば
お譲りします。
（165 ㎝の男性が使用していました）
【提供者】入間市豊岡在住
【引き渡し方法】提供者宅で直接
【申し込み・問い合わせ】
ボランティアセンター （先着順）

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。
◦途中で加入する場合も掛金はかわりません。
◦個人でも、団体でも加入ができます。
◦活動内容を正確に把握させていただくため、具体的な活動内容を確認しています。
お手続き・お問い合わせ 入間市社会福祉協議会・入間市ボランティアセンター

「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。
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