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【Tel】04-2964-0486 【Fax】04-2963-1072 【HP】http://www.iruma-shakyo.or.jp
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ピーチク隊は、知的障がいの理解を広めようと「くれよん
の会」（知的障がいのある子どものお母さんの会）の有志で
平成 15 年に結成されました。
～知的障がい疑似体験『ピーチクパーチク王国へようこ
そ!!』～ を広島で開催しました。
この時の様子をみなさんにもお知らせいたします。

広島遠征報告
1/22（日）ピーチク隊員 6 名、広島市社会福祉協
議会 福祉体験学習サポーター養成講座に行ってき
ました。
ピーチク隊結成以来、「日帰りできるところなら、どこ
へでも行きます！」と地道に活動してきましたが、鶴ヶ
島市社協の牧野さんのお誘いで、昨年 8 月に全国福
祉教育推進セミナー分科会にて、全国デビューを果
たしました。この分科会でピーチク隊のプレゼンが終わ
るやいなや、広島市社協より「4 人分の旅費は出せる
と思います。ぜひ広島に来てください！」とお誘いを受
けました。広島市ではさまざまな障がいの福祉体験学
習がさかんに行われていますが、知的障がい体験は、
これというプログラムが無かったそうです。広島市手を
つなぐ育成会のお母様方からの熱いラブコールもあ
り、ついに開催にこぎつけ、この日を迎えました。
講座参加者は、知的障がいのある子供を持つ親を
中心に、年齢もさまざまな 60 名ほどで、疑似体験では
乗りが良く、ピーチク隊も乗りに乗って出来ました。知
的障がいの話・子供の様子のビデオ・支援グッズの紹
介では、メモを取りながら、皆さん熱心に聞いていまし
た。きょうだいの思いでは、静まりかえって耳を傾けて
いました。
最後の育成会副会長さんの挨拶で、「期待して待っ
ていたけれど、期待していた以上の体験だった。」と、
これ以上ない嬉しい言葉もいただきました。
終了後は、市内８区の育成会の代表 15 名ほどと、
広島市社協職員 3 名と、お弁当をいただきながら交
流会をしました。「こどもがガイジと言われていた。広島
でも知的障がい体験ができたら。」と涙ながらに話すお
母さんがいました。「区に持ち帰ってすぐにでも活動を

したい。」「同じような活動を立ち上げますので、始めた
ら見に来てください。」と口々に熱い思いを語っていまし
た。私たちがピーチク隊を立ち上げた頃と同じ「我が子
たちを分かってもらいたい。」と言う強い思いがひしひし
と伝わってきました。広島まで出向き、同じ思い・同じ
目的のお母さんたちに出会うことができて、ピーチク隊
も力をいただきました。これをご縁に、私たちにできる
事があったら、協力していきたいと思いました。
遠く広島まで行くなど、夢のような話でしたが、家族
の協力や、サービスの方の受け入れもあって、実現す
ることが出来ました。ほとんどの隊員が、子供を残し
て、泊りで家を空けるのは初めての事でした。思いきっ
て旅立ってみて、子供にとっても、母にとっても、何物
にも変えがたい経験になりました。ありがとうございまし
た。
※広島版ピーチク隊の活動が始動し、6 月の民生
委員さん向けの研修でのデビューを目指しています。
（ 関口 記 ）

知的障がい疑似体験

のお知らせ

発達障がいについて理解し、障がいのある子どもの世
界とのコミュニケーションについて、楽しく参加できるピー
チク隊の疑似体験を通して、一緒に考えてみませんか！
【日時】3/5（月） 10:00～12:00（受付 9:45 から）
【場所】入間市健康福祉センター301･302
【参加費】100 円（資料代含む）※会員は無料
【申し込み】下里 電話/FAX 04-2960-1707
入間市手をつなぐ親の会、くれよんの会共催

★締切りがすぎていますが、参加希望の方はご連絡く
ださい。
★終了後、お弁当を食べながらの懇親会があります。
参加される場合、別途お弁当代 500 円が必要です。

ボランティア活動の注意点や
活動内容はどうやって決めたら
いいかなど掲載しています。

最新版はもちろん、過去
の『みんなの手』を見る
ことができます。

社協の事業や開催されているボランティア
養成講習会の報告などをみなさまにお知
らせしていきます。

最新の情報をお知らせしています。

ホームページアドレス

ｈｔｔp://iruma-shakyo.or.jp
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2 月半ば現在、イタリアは普通なら 0 度から 8
度くらいですが、今年は大寒波の影響で雪とマイ
ナスの気温の日が続いています。
今回は、私とパートナーのシモーネ（重度身体
障がいを持つ）が 4 月 22 日に結婚することを決め
たので、そのことについて書きたいと思います。
結婚は個人的な話題ですが、重度障がい者と結婚
する人は少ないと思うので、今思うことを書きた
いと思います。
結婚を決めるにあたって、シモーネの障がいの
問題はさておき、何よりまず純粋にシモーネのこ
とが好きなので結婚することにしました。
私はカップルの関係の中で大事なことは、フィ
ーリングが合う、馬が合うということだと思いま
す。それは主に気持ちの問題だと思います。
シモーネは障がいから食事もトイレも自分の身
の回りのほとんど全てのことができません。それ
をフォローするのは大変なことです。でもこの問
題は二人で頭を使ってよく考えれば、どうにかフ
ォローできることだと思っています。たとえば人
を雇うとか、ボランティアにお願いするとかで解
決の糸口はあると思います。フィーリングが合わ
ないというところから来る問題は、誰にもカバー
できないですが、フィーリングが合いさえすれば
物理的な問題は解決できると思います。
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

フィーリングの他にカップルに大事だと思うこ
とは、相手の短所を許せるかということだと思い
ます。人は皆短所があります。相性によっては「そ
れは許せない・・」と思い、交際継続丌可能にな
ることがあります。私とシモーネの関係はお互い
の短所をどうにかギリギリ許せるという関係だと
思います。たとえギリギリでもそう思える相手に
会う確率は少ないのではないかと思います。
こう考えていくと、障がいの問題は結婚を妨げ
るほど大きな問題ではなく思えます。逆にシモー
ネが障がいを持ちながらも常に前向きなところ
や、障がいを持っていることから生まれた発想や
行動（同じ障がいのある人を助けるためにソフト
を開発するなど）がより輝いて見えます。
もし「重度身体障がい者の結婚は丌可能だ」と
思っている人がいれば、そういう考えひとつでは
ないと言いたいし、それを実際に証明できるよう
な幸せな結婚生活を送りたいです。そしてもし私
たちと同じ立場（障がい者と健常者のカップルや、
障がい者同士のカップル）で、そういう世間のひ
とつの価値観から、何となく自信がもてないとい
う人がいれば、私たちの結婚が少しでもそこに勇
気を不えることにつながればと思います。
おめでとう！
お幸せに(*^_^*)
〒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 3 月号（平成 24 年 2 月 27 日発行）
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いきいき ふれあい！第 9 回

健康福祉センターまつり
今年も健康福祉センターを会場に、市民、関係
団体、市が協力し合い、健康と福祉のまちづくり
イベントを開催します！楽しいことが盛りだくさ
ん！ぜひ遊びに来てね！
【日時】3/4（日）10:00～15:00 ※雨天決行
【場所】健康福祉センター（上藤沢730-1）
【問い合わせ】
健康福祉センターまつり実行委員会事務局
（市健康福祉センター健康福祉課内）
〒358-0013 上藤沢 730-1

平成 24 年度 助成金情報
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。

TEL:2966-5513 FAX:2966-5514

入間市扇台福祉作業所

まつりに出店します！
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！
おいしいクッキーやパウンドケーキ、染色・紙
すき等の手作り製品の他、漬物も用意しています。
【日時・場所】
①健康福祉センターまつり
3/4（日）10:00～15:00（健康福祉センター）
②久保稲荷まつり
3/18（日）10:00～15:00（久保稲荷神社）
【問い合わせ】入間市扇台福祉作業所
担当：田中、野呂

■社会福祉振興助成
行政動向や国民ニーズを踏まえ、民間の創意工
夫ある活動や地域に密着したきめ細やかな活動等
に対し助成を行い、高齢者・障害者が自立した生
活を送れるよう、また、子どもたちが健やかに安
心して成長できる社会の実現を目指していきま
す。
詳細は、WAM ホームページに掲載の募集要領等
でご確認ください。
【申し込み・問い合わせ】
独立行政法人福祉医療機構（WAM）
助成事業部 助成振興課
〒105-8486 東京都港区虎ノ門 4-3-13 神谷町セ
ントラルプレイス 9F
TEL:03-3438-9945・9946
ホームページ http://hp.wam.go.jp/

TEL:2962-5308 FAX:2962-5458

身体障がい者施設での犬イベントです！

ワン！ダーランド
犬が好きな方、犬とふれあいたい方、犬を飼っ
ている方 大募集だワン！
犬とのふれあい、スタンプラリー、犬のしつけ
のための講習など盛りだくさんです！
【日時】3/24（土）13:00～15:00（予定）
【場所】大樹の里（入間市高倉4-15-5）
【問い合わせ】社会福祉法人 茶の花福祉会 大樹の里
犬イベント担当
TEL:2964-3965 FAX:2963-7890

■みずほ教育福祉財団
①老後を豊かにするボランティア活動資金
【金額】1 グループにつき 10 万円を限度
【対象】地域社会で高齢者のための活動をすすめ
ている幅広いボランティアグループ（住民参加型
在宅福祉サービス団体等を含む）で、要件を満た
すもの。
【用途】用具・機器類の購入に限定（除く材料費）
【締切】5/31（木）
②配食用小型電気自動車寄贈事業
【内容】配食用小型電気自動車
1 グループ 1 台 110 万円を限度
【対象】当財団のめる条件を満たすもの
【締切】6/29（金）財団必着
【申し込み・問い合わせ】（財）みずほ教育福祉財団
福祉事業部長 羽鳥光秋
〒100-0011 東京都千代田区内幸町 1-1-5 みずほ
銀行本店内
TEL:03-3596-4532 FAX:03-3596-3574
E-mail:FJP36105@nifty.com
ホームページ http://www.mizuho-ewf.or.jp

☆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。2/22 現在で 9,903,149 円 のご協力をいただいています。
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平成 24 年度 ボランティア活動保険加入手続き始まりました！
ボランティア活動保険に加入して活動しましょう！
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
年間保険料（掛金）

基本タイプ
天災タイプ

A 280 円
天災 A 490 円

B 420 円
天災 B 720 円

（天災タイプ＝基本タイプ ＋ 地震・噴火・津波）
●対象となるボランティア活動は日本国内における「自発的な意志により他人や社会に貢献する無償
のボランティア活動」で、次の①から③までのいずれかに該当する活動とします。
①グループの会則に則り企画、立案された活動であること（グループが社会福祉協議会に登録され
ていることが必要です。）
②社会福祉協議会に届け出た活動であること。
③社会福祉協議会に委嘱された活動であること。
※市内の各団体との連携を図り、活動内容を正確に把握させていただくため、具体的な活動内容の
確認をさせていただいています。
●補償期間は 4 月 1 日～翌年 3 月 31 日です。年度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。
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。

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

✿
✿✿

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。

※掲載されない
場合もござい
ますご了承く
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、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！）
“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

〒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 3 月号（平成 24 年 2 月 27 日発行）
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