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地区ボランティア

●宮寺・二本木地区ボランティア
●藤沢第一地区ボランティア
●藤沢第二地区ボランティア

●豊岡第一地区ボランティア
●豊岡第二地区ボランティアグループ えくぼの会
●豊岡第三地区ボランティア
高齢者配食サービスや地域内の福祉施設でのボランテ
●東金子地区ボランティア
ィア、またはセンターに入ったボランティア依頼に各地
●金子地区ボランティア
区で対応しています。

ボランティア団体
●友愛会 年間を通じ、市内７０歳以上の単身及び市内福祉 ●入間市視覚障害者ガイドヘルプの会「あいあい」
施設利用者の方々への励ましの通信活動。市内福祉施設に年
賀訪問。

●点訳入間六ツ星会 視覚障害者の方への図書・市事業
支援・情報サービスに伴う点訳を行うとともに、併せて相互の親
睦を図り交友を深める。

視覚障害者の社会圏を広げるため、ガイドヘルプ（外出介助）や
交流を通じて、地域福祉の向上に寄与する。各種団体・学校が
行う福祉体験学習に協力。

●たすけあい語来里 昼食宅配・家事援助サービス等
●精神保健ボランティアグループ「ひばり」 心の病を

●入間市手話の友の会 手話の学習。聴覚障害者の会と もつ人と共に生きる地域社会を創りだすことを目的に、ボランティ
交流を深め、聴覚障害者全体の諸問題を学び、その福祉向上・
発展に協力する。聴覚障害者の会の事業への参加。

ア活動を通じて市内作業所や当事者活動を支援する。

害者の方への録音テープ作成（広報いるま・社協だよりなど）及び
市内福祉施設への訪問朗読。広く障害者の方への理解を深め、
社会福祉に奉仕する。

記普及のための活動を行い、技術向上に努める。

●入間市要約筆記サークル グリーンペン 聴覚障
●入間市朗読ボランティアグループはづき 視覚障 害者に対する諸問題を学び、その福祉向上に協力する。要約筆

演芸ボランティア（団体）

演芸ボランティア（個人）

●ボランティアマジック クリスタル
・・・・・マジックショー、マジック教室
●琴光会・・・・・大正琴演奏
●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・・・・・フラメンコ披露
●北野のとうちゃんかあちゃん・・・・・舞踊と寸劇
●三ツ葉会・・・・・舞踊、民謡、歌謡曲
●スコラカントルム IRMA・・・・・女声コーラス
●現代尺八吹奏会（尺現会）・・・・・尺八吹奏
●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・・・・・クラシック音楽演奏
●琴伝流大正琴 琴音会・・・・・大正琴演奏

●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（伊藤暁子）
・・・・・ワンマンショー（カラオケ、演歌、懐メロ）
●内藤 隆之・・・・・ピアノ演奏
●増田 健一・・・・・フォルクローレ楽器演奏（ケーナ）
●池谷 和男・・・・・浪曲とお話し、唄

個人ボランティア
平成 23 年度より継続して登録された方 25 人。
登録してくださった方々は、何かできることがあればと
お申し出いただいた善意の方たちです。

ボランティア活動に対する興味と参加してみたい気持ちがあれば、個人でもグループでもできる活動がたくさんあります。

心の輪は被災地へ
～オーケストラ＆合唱 コンサート開催～
★東藤沢にお住まいの川名千鶴子さんにお話を
うかがいました。

Ｑコンサート開催のきっかけは？
昨年 10 月に市内で活動する「救命ボランティアＦＡ
Ｄ」の企画する講演会の講師より、「被災地でコンサ
ートをしませんか。」とお声掛けいただき実現しまし
た。
Ｑ開催日と場所を教えてください。
昨年 11 月 27 日。原発が原因で避難している人の
仮設住宅のある福島県二本松市の体育館です。
Ｑどのような団体ですか？
私の所属しているオーケストラ、そして一緒にコンサ
ートをしたことがある合唱団です。仲間が仲間を呼ん
で、一台のバスでは乗り切れず、「福島のみなさんを
少しでも応援したい。」の熱意で、自家用車で行く人
を合わせて 60 名を越える仲間たちが集まりました。
Ｑコンサート当日の様子は？
みんなで手分けして、体育館と隣の公民館の掃除を
おこないました。座布団を並べ、受付には飴とホッカ
イロ、靴袋がいつの間にか用意され…
メンバーがいつものドレスとタキシードに着替え終える
と、お客さんが一人、また一人とやって来ました。お
ばあさん、おじいさん、おかあさん、中学生に小学
生、たくさんの人たちが座布団に座りました。

イタリア滞在レポート♡上野恵利♡

Ｑ印象に残っていることは？
震災の時に東京に避難していた家族とその方たちを
お世話した方が偶然コンサートで再会したことや、コン
サート後の子どもたちが楽器をさわったり、おしゃべり
をしていたこと。 おばあさんが「こんな楽器は初めて
見たよ。」と笑顔でした。 外は雪が降りそうで、体育
館にはストーブが 1 台でしたが心は暖かでした。
Ｑ大変だったことはありますか？
オーケストラは楽器も運ばなくはならず、遠くに行くと
きは大変な負担がかかります。今回の活動では団体
を通じて移動経費の補助をしていただきました。あり
がとうございました。
Ｑ今後の活動は？
今年 4 月に福島市で応援コンサートを開催する予
定です。

Vol.25

私は今婚約者で身体障がいのあるシモーネと暮
らしていますが、シモーネの障がいというのは自
分の意思で首から上が動きますがそれ以外は動き
ません。そういう障がいはもしかしたら人から見
れば絶望的な状況なのかもしれませんが、それに
反して彼は自分のやりたいことを体の動く部分を
使ってやってのけています。
東日本大震災とシモーネのことをならべて考え
るのは相応しくないことかもしれませんが、どち
らも予期せぬ事態をうけたあとの状況のことや、
そこから前向きに行動を起こすところなど共通す
るところがあり、それが私に勇気を与えてくれる
ことからも、常に並べて考えてしまいます。
今年の 3 月現在の被災地の写真を見ると、まだ
地震直後のような状況のところがあることを知り
ますが、今、被災地のために頑張っている方々の
気力や努力が、数年後の明るい日本を築くのだと
信じ、これからも自分のできることをして現地に
エールを送り続けたいと思います。

東日本大震災から 1 年が経ちました。イタリア
でもそのことは 3 月 11 日にテレビや新聞で報道さ
れました。
私は今の現地の様子を、毎日インターネットで
見ています。特にスコップ団という、被害にあっ
た家を無償で片付ける活動を行う団体のブログを
よく見ます。ブログの文章と写真から、地震がど
こか遠くで知らない誰かに起きた話ではなく、自
分となんら変わらぬ生活をしていた人の上に突如
起こったことだということを確認することができ
ます。
スコップ団の他にも、震災後、福島で会社を続
けようとしている方や、新しい活動を始めようと
している方のホームページをよく見ます。そして
それを読んだあと改めて福島が壊滅的なダメージ
を受けたことや、大切な人をなくし大きな悲しみ
に暮れる人がたくさんいることを改めて知りま
す。しかしそれらの方々の今の行動や言葉から、
勇気をもらいます。それは多くのものを失った後
に、もう一回立ち上がろうとする力強さからくる
勇気だと思います。

上野さんのブログ→http://erierie1012.jugem.jp/
上野恵利さんとシモーネさんが 6 月に一時帰国します。
昨年中止になった講演会を開催する予定です お楽しみに！

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 4 月号（平成 24 年 3 月 26 日発行）
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平成 24 年度

-埼玉県障害者スポーツ大会平成 24 年度 彩の国ふれあいピック春季大会

ボランティア養成講習会のお知らせ
平成24年度に入間市社会福祉協議会が主催する
ボランティア養成講習会、講座をお知らせします。
★共学支援ボランティア講座
全7回、狭山市・飯能市社会福祉協議会、狭山特
別支援学校、狭山特別支援学校PTAとの共催です。
★手話奉仕員養成講習会（入門課程）
全18回、今年は「夜の部」のみ開催します。
※この入門課程修了同等レベルの技術を有する
方が次の基礎課程を受講することができます
★傾聴ボランティア養成講習会
全5回＋ボランティア体験を予定しています。
昨年度は100名近くの方がこの講習会に応募され
ました。約半数の方に受講していただきました。
★朗読ボランティア養成講習会
9月開催の予定、全10回
★精神保健ボランティア養成講習会
1、2月開催の予定、全5回
【日時】詳細は未定ですが、決まり次第、「社協
だより」「みんなの手」「広報いるま」などで
お知らせします。
【問い合わせ】入間市ボランティアセンター
第 8 回共学支援ボランティア講座
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。今年で8回目の
ボランティア講座です。共催は、狭山市・飯能市社会
福祉協議会、狭山特別支援学校、同校PTAです。
講座内容は、狭山特別支援学校の子どもたちとの交
流・授業体験などです。各回には講座修了者（サポー
ター）が一緒に参加します。
知的障がいのある子どもたちとの出会いから、私た
ちができることを一緒に考えていきませんか。
【対象者】障がいのある子どものことを理解して、受
講後、地域でボランティア活動に参加できる方
【定員】１０人 （※全日程参加できる方）
【会場】狭山特別支援学校（狭山市笹井2958）ほか
【日程】下記表のとおり
日
時
内
容
オリエンテーション
5/18(金) 14:00～16:00
狭山特別支援学校概要見学
5/26(土) 9:45～14:00
運動会見学（時間内自由参加）
くれよんの会による「知的障がい
6/7(木) 10:00～12:30
体験」、保護者のお話
授業体験
6/19(火) 8:30～15:30
6/28(木) 8:30～15:30
（特別支援学校の授業に参加）
ボランティア体験
7月中旬
PTA行事「サマーカーニバル」に参加
7/24(火) 15:30～17:00
ふりかえり・座談会
【参加費】280円（ボランティア活動保険代）･給食代実費
【申し込み】4/2（火）～5/7（月）までに参加費と印鑑
をご持参のうえ入間市ボランティアセンターへ

県内最大の障がい者スポーツ
大会「彩の国ふれあいピック
春季大会」が5月に開催され
ます。日ごろの練習の成果を発
揮する選手たちを応援しよう！
この大会は、10月に行われる第12回全国障害者ス
ポーツ大会（ぎふ清流大会）の県代表選手選考会も兼
ねています。

【競技種目・会場・開催日】
競技種目

会

場

アーチェリー はらっパーク宮代
卓 球（STT） 埼玉県障害者交流センター
ボウリング

浦和スプリングレーンズ

陸上競技

上尾運動公園陸上競技場

卓

彩の国くまがやドーム・体育館

球

フライングディスク 彩の国くまがやドーム・多目的運動場
水

泳

開催日

5/6(日)
5/13(日)

5/20(日)

埼玉県障害者交流センター

【主催】県、県教育委員会、㈶埼玉県体育協会、
一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会、さいたま市
【運営・問い合わせ】
一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会
〒350-0843 さいたま市大宮区吉敷町1-124
埼玉県大宮合同庁舎3階
TEL:048-650-0170 FAX:048-650-0171
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://sainokuni-sasa.or.jp

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。

■木下財団・助成
【内容】民間社会福祉事業に関する助成。
1 件あたり 30 万円上限
【締切】5/31（木）必着
【申し込み・問い合わせ】社会福祉法人 木下財団
〒151-0053 東京都渋谷区代々木 2-23-1 ニュ
ーステイトメナー656
TEL:03-3375-1511 FAX:03-3375-1512
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.kinoshita-zaidan.or.jp/
■ニッセイ財団 高齢社会助成
Ⅰ.実践的研究助成 1 件あたり 200～250 万円程度
【締切】6/15（金）当日消印有効
Ⅱ.先駆的事業助成 1 団体あたり 700 万円以内
【締切】5/31（木）当日消印有効
【申し込み・問い合わせ】
公益財団法人 日本生命財団
〒541-0042 大阪市中央区今橋 3-1-7 日生今橋
ビル 4 階
TEL:06-6204-4013 FAX:06-6204-0120
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http//www.nihonseimei-zaidan.or.jp/

☆お知らせ… 義援金の受付期間が平成 24 年 9 月 30 日まで延長されました。
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。3/21 現在で 10,035,306 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。
A 280 円
B 420 円
平成 24 年度 基本タイプ
掛金
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）

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

✿✿

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？
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

使用済み役立ってます！
みなさまからお寄せいただいた使用済
み切手を整理し、福祉の分野で役立て
て頂くため県内深谷市の養護老人ホー
ムひとみ園に送りました。
ご協力ありがとうございます。

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。

★使用済み切手
みかん箱 1 箱（約 9kg）
★使用済みインクリボンカートリッジ
247 個（3.5 ㎏）

※掲載されない場合もございますご
了承ください。

ゆずります！
洗髪器

春だね！

布団に寝たまま髪が洗える。
一度だけ使用しました。

【申し込み方法】
ボランティアセンターにご連絡ください。提供者よりご連絡いたします。

春だね！

「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 4 月号（平成 24 年 3 月 26 日発行）
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