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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）
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夏休みボランティア体験
夏休み期間中を利用して、子どもから大人まで参加することのできる「夏ボラ体
験」のメニューを今年も企画中！
身近なところにも、あなたのできることはたくさんあるはず！
たくさんのかたの参加をお待ちしています。
募集の詳細は「社協だより 6 月号」（6/1 発行）を見てくださいね

活動はできないが協力したい！
義援金と支援金の違いを教えて！
「義援金」は、被災された方々の生活
再建のために直接届けられるお見舞い
金です。

「支援金」は、被災者を支えるボラン

義援金箱を設置しています
・市民活動センター「イルミン」内
（豊岡 4-2-2）
・豊岡北地域包括支援センター内
（黒須 2-3-13）
・扇台福祉作業所内（扇台 2-7-26）

ティアグループや NPO 法人の活動を
支えるためのお金です。

街頭募金へのご協力
ありがとうございます！
入間市社会福祉協議会では、東日本
大震災・福島第一原発事故による義
援金の募集活動を行っています。
入間市駅、武蔵藤沢駅、仏子駅、
元加治駅、金子駅の 5 か所で活動。
たくさんの方の善意が集められ
ています。ご協力ありがとうござい
ます。
（4/22～4/26）

災害ボランティアの
活動をされる方へ
東日本大震災による被災地でのボ
ランティア活動をされる方は、活動先
の状況をよく調べたうえで、準備を
し、十分気を付けて活動してくださ
い。
事前に、ボランティア活動保険に加
入することも忘れずに！加入手続き
は、社会福祉協議会窓口へ。印鑑を忘
れずに！（詳細は最終ページをごらん
ください）

お問合せは、ボランティアセンターへ

東日本大震災・被災地への義援金にご協力を！
義援金の振込先
通信欄に氏名、住所、電話番号を明記
中央共同募金会
★ りそな銀行 東京公務部（295） 普 0036576
口座名義：社会福祉法人 中央共同募金会
★ 三菱東京 UFJ 銀行 本店（001） 普 0031265
口座名義：社会福祉法人 中央共同募金会
★ 三井住友銀行 東京公務部（096） 普 0155400
口座名義：社会福祉法人 中央共同募金会災害口
★ ゆうちょ銀行 00170-6-518
口座名義：中央共同募金会 東日本大震災義援金

被災者に対して全国からお寄せいただいた義援金
は被災状況に応じて、それぞれの被災地への義援金
の配分割合が決定しました。
「住宅全壊・全焼・流失、
死亡、行方不明者は 35 万円」、「住宅半焼、半壊は
18 万円」、
「原発避難指示・屋内退避指示圏域の世帯
は 35 万円」を基準として、これに対象世帯・対象者
数を乗じた額を各被災都道県に配分することになり
ました。
（日本赤十字社・中央共同募金会）
※この義援金は寄付金控除の対象となります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
※金融機関からご送金いただいた義援金につきま
しては、その振込金領収証をもって受領証に代
えさせていただきます。送金の控えで寄附金控
除申請ができます。大切に保管してください。

日本赤十字社
★ ゆうちょ銀行 00140-8-507
口座名義：日本赤十字社 東日本大震災義援金

社協窓口でも義援金をお預かりしています
最近 CM で流れている「見上げてごらん夜の星を」とても心に響きます
歌手：坂本九

作詞：永六輔

作曲：いづみたく

ミュージカル（1960 制作）の劇中主題歌として作られた「見上げてごらん夜の星を」
という曲。現在も多くのアーティストがカバーするこの曲は、1963 年に坂本九が歌い
シングルレコードで発売しヒットしました。高度成長期（60 年代）の厳しい暮らしの中、
前を向いて歩く人々の明日への希望が歌詞に刻まれ、共感し、勇気づけられる人がたくさんいたのでしょう。
自分一人のためでなく、みんなのために、ほんの少しの幸せも、みんなで分かち合おうよ、そうできるよ
あきらめないよ・・・そんな気持ちになりませんか（*^_^*）

イタリア滞在レポート
♡上野恵利♡ Vol.18
イタリアの 4 月は本来なら日本と同じように
春のはずですが、今は日によって 30 度近い日も
あり、6 月、7 月のような日が 2 週間くらい続
いています。
今月 5 月に、私と私のパートナーで重度の身
体障がいのあるシモーネは日本に一時帰国する
予定でいましたが、震災の影響で帰国のひとつの
目的であった仕事が中止になり（ヨーロッパの医
療福祉関係の会社が来日し紹介する見本市）シモ
ーネも今回の帰国を中止することに決めました。
帰国する予定期間に、入間市社協で開催して頂
く予定であったシモーネの講演も、それに伴い中
止にさせて頂くことになり、この場をお借りして
講演を開催するにあたってご協力を頂いた方々、
申し込んで頂いた方々にお詫び申し上げます。
イタリアでは日本の震災による原発の事故が
毎日報道されています。その内容は私が見ていて
理解している範囲では日本の新聞を翻訳したも
のですが、日本人が解釈している内容とイタリア
人が解釈している内容は大きく差があります。

多くのイタリア人は報道されている以上にと
てもよくない状態だと解
釈しています。例えば今
回の原発の事故はチェル
ノブイリの 10 分の１で
すが、同じレベル７と聞
けば、同じ規模の事故と
解釈されています。私は
それをよくないことだと
思っています。事実以上
の悪い状態の印象を日本
にもたれることは、今後、
経済の面で復興に対して
も悪い影響が出ると思うためです。
今回シモーネの来日が中止になったのも、本人
の意思もありますが、周りの反対もとても強かっ
たことがあります。
事実以下でも以上でもない正しい情報が報道
され、それを相応しく理解することが、復興や支
援への近道だと思います。
現在（4 月 13 日現在）まだ余震が続き、大き
な丌安を持つ日々を過ごされていると思います
が、余震がおさまり 1 日も早く落ち着いた生活
が戻ることを心から祈っています。

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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市制 45 周年特別記念

児童センターまつり

楽しいイベントが
いっぱい☆みんな
で遊びにきてね！

★ウォークラリー ★子どもの遊び・写真展示
★プラネタリウム番組「宇宙人を探せ」
★天文ライブ
★マジックショー
★わくわくゲームコーナー
★こいのぼりとかぶとの工作
★ミニSL
★ポンポン電車に乗ろう！
この他にも、楽しいイベントがいっぱい！
※マジックショーには、ボランティアセンター演芸ボラン
ティアに登録しているボランティア マジック クリスタルが出
演します。見に来てね！(*^_^*)

【日時】5/5（祝）10:00～16:00
【会場・問い合わせ】市児童センター
向陽台1-1-6
TEL:2963-9611 FAX:2963-9612
第1回

福祉ふれあい祭り
牛の丸焼き（無料）、ふれあい音楽庭園、ふれあ
い舞踏会、大道芸、フリーマーケット、屋台横丁、
ミニSL、仮面ライダーショー
ほか盛りだくさん！！！
【日時】5/7（土）10:00～15:00
雨天順延、翌8日（日）
【会場】彩の森入間公園
【問い合わせ】
社会福祉法人 茶の花福祉会 法人本部
TEL:2968-1941 FAX:2968-1951
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
http://www.chanohana-fukushi.or.jp/index.html

平成 23 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。

■ふれあいの詩基金助成
【対象】埼玉県に活動拠点があり、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 七円を限度
1 件 原則 10 七円。内容が優れている場合は、
20 七円限度で助成。
【申し込み】最寄りの市町村社会福祉協議会を通
して申請してください。
【締切】5/13（金）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:06-6447-7101 FAX:06-6447-7102
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
http://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama03/volunteer/
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

■第 23 回「わかば基金」
【内容】①支援金贈呈の部…1 グループにつき最
高 100 七円 ②リサイクルパソコンの部…ノ
ートパソコン・1 グループにつき 3 台まで
【締切】5/31（火）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」事務局
〒150-0041 東京都渋谷区神南 1-4-1 第丂共同ビル
TEL:03-3476-5955 FAX:03-3476-5956
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
http://www.npwo.or.jp/info/2011/232011.html
■第 37 回 社会福祉助成金
【内容】1 件あたり原則として 200 七円を上限
【締切】5/31（火）消印有効
【申し込み・問い合わせ】
社会福祉法人丸紅基金
〒100-8088 東京都千代田区大手町 1-4-21
丸紅ビル 12 階
TEL:03-3282-7591・7592 FAX:03-3282-9541
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
http://www.marubeni.co.jp/kikin/index.html
■ボランティア活動助成
①シニアボランティア活動助成
②サラリーマン（ウーマン）ボランティア活動助成
【内容】総額①と②合わせて 500 七円以内
1 件 原則 10 七円。内容が優れている場合は、
20 七円限度で助成。
【締切】5/31（火）締切日厳守
【申し込み・問い合わせ】
財団法人 大同生命厚生事業団 事務局
〒550-0002 大阪市西区江戸堀 1-2-1
TEL:06-6447-7101 FAX:06-6447-7102
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
http://www.doido-life-welfare.or.jp
■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 七円上限
【締切】5/31（火）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/
■公益信託加藤記念老人福祉基金
【内容】1 件 100 七円以内
【締切】5/27（金）当日消印
【申し込み・問い合わせ】
中央三井信託銀行株式会社 本店法人営業部
公益信託課 加藤記念老人福祉基金担当（守随）
〒105-8574 東京都港区 3-33-1
TEL:03-5232-8910 FAX:03-5232-8919
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
http://www.chuomitsui.co.jp/koueki/index.html
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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 200 個を県内
深谷市の養護盲老人ホームひとみ園に、使用
済みプリペイドカード 5,600 枚をジョイセフ
に送りました。
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）
を回収しています。ボランティアセンター、健
康福祉センターの回収 BOX へお願いいたしま
す。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。

講演中止のお知らせ
5 月 30 日（月）に市民活動センター『イ
ルミン』で開催を予定していた

みんなの手 100 号発行記念講演
「重度身体障がい者 シモーネさんのお話し」
は、この度の震災の影響により中止とな
りました。大変申し訳ございません。

★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 (*^_^*)
※プリペイドカードの回収は終了しました。ペットボトルのキャップはお近くのスーパーなどへ！

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。
お手続 きは 印 鑑 を忘 れずに ボラ ンテ ィ アセ ンター へ！
平成 23 年度の保険料（掛金）は下記のとおり。
年間保険料

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）
補償期間は 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日です。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。
この他に、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あります。
※平成１８年度から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
的な活動内容を確認していますご了承ください。

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。 （祝日の場合はお休み）
【日時】毎月第 2・4 木曜日
13:00～15:00
【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

「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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