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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】金子・鈴木

ボランティアセンターの仕事って・・・？
入間市ボランティアセンターはどうなっているのかしら
◆ボランティア活動の基本となるところ。
◆各地区・ボランティアグループの情報交換の場。
◆ボランティアコーディネーター（調整役）がボランティアに関する需給調整や活動に関する相談を受
け付けています。
◆専任のコーディネーターが月～金曜日の 8:30～17:00 までセンターに勤務しています。
育成・組織化
●ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの発掘・育成
●ｸﾞﾙｰﾌﾟづくり

需給調整

学習・訓練

●ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱを求める人と

● 地区ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽｸｰﾙ

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱをしたい人との
調整

への協力

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰの
機能（役割）

ボランティアセンターは、す
べての人がいつでも気軽に、ボ
ランティア活動へ参加できる
ための情報提供や、ボランティ
アの発掘・育成等をおこないま
す。

連絡調整
●ｸﾞﾙｰﾌﾟ間の連絡

相談・助言

●関係者との話し合い等

●活動を始めたい人から
●ｸﾞﾙｰﾌﾟから

条件整備
情報提供
●ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの発行

●活動機材の整備
●活動費の助成
●ｾﾝﾀｰ会議室の提供

地域福祉活動を行う団体・個人、演芸ボランティアが活動登録をしています
★高齢者配食サービス ★近隣助け合い活動
★視覚障害者・聴覚障害者への技術ボランティア（点訳・朗読・ガイドヘルプ・手話 ほか）
★身体障害や高齢者等の介助 ほか
★演芸ボランティア（歌を歌います、コーラスグループ、楽器の演奏、マジック、踊りを踊ります など）

ボランティア活動をはじめたいあなたへ
ボランティア活動に入る前に
ボランティア活動の理念
1．自主性 強制されたり、義務として押しつけら
れるものではなく、個人の自由意志ですすむ！
2．連帯性 地域の中で、互いに協力しあって活動
に参加する！
3．創造性 ひらかれた視点から、活動を見直すこ
とが大切！
4．無償性 報酬を求めない奉仕活動！

①できることからはじめましょう。
②相手の立場を理解しましょう。
③相手との秘密・約束をまもりましょう。
④学習に参加し、自分自身をたかめましょう。
⑤仲間をつくり、お互いたすけあいましょう。
⑥善意の押しつけではなく、謙虚におこないま
しょう。
⑦無理のない範囲で活動をつづけましょう。

ボランティア活動保険に加入して活動しましょう！

善意の行動は、タイガーマスクだけじゃないけど・・・

最近話題のタイガーマスクって？
タイガーマスク（伊達直人）運動のニュースを聞く時に、なぜその名前を使うのか知っている
と、善意の行動をされている多くの方の気持ちが少しわかるかもしれません。
この名前、今の若い世代の方にはピンとこないかもしれませんが、当時の子どもたちにとっ
て人気のアニメヒーローのものです。
主人公の伊達直人は、現在でいう「児童養護施設」で育ちました。自分と同じような生い
立ちの子どもたちが幸せになれるようにと願い「タイガーマスク」としてプロレスデビューをし、収
入の一部を施設へ寄付するようになります。
当初の援助は、悪役レスラー養成機関「虎の穴」へファイトマネーの半額を上納金として
払い、残りの手取り分の範囲内で考えていました。ところが、自分の育った施設「ちびっこハ
ウス」の窮状を知り、虎の穴へ納める分まで寄付をすることに ！！ 虎の穴はタイガーを裏切
り者とみなし、タイガーを倒すための刺客を次々と送り、戦いの日々が続く・・・
タイガーマスク（1 作目）がテレビ放映されていたのは、1969 年 10 月から 1971 年 9 月の間。
全 105 話でした。悪役を倒すヒーローとして、とても人気があったみたいです！
みなさんのできる事を、無理せず長く続けてくださいね。
※入間市でも！・・・1/17 市役所守衛室付近に、「ホッタラケの島テオより」と文具類の入った箱が置かれて
いました。（自由帳 100 冊、鉛筆 100 本、消しゴム 100 個程度）

イタリア滞在レポート
♡上野恵利♡ Vol.15
2011 年も明け、年末年始のイベントも過ぎ、ここイ
タリアモデナでも平常の生活が回り始めています。
モデナのクリスマスは、伝統的な落ち着いた雰囲気
で、街には美しい電飾が飾られます。イブの夜は、こ
の国の宗教の神様の誕生日なのだという厳かな雰囲気
が漂います。
私は 11 月のはじめからモデナの市内で引っ越しを
し、彼と一緒に住み始めました。新しい家には、会社
の事務所を半分、自宅を半分にしています。彼の会社
（障がい者のための体の一部がマウスになるソフトを
開発販売している会社）では今 3 人働いています。彼
は体に重度の障がいがあるため、生活のほとんどのこ
とに介助が必要です。
とても私ひとりでは彼の生活のすべては手伝えませ
んが、会社で働く 3 人が勤務時間をずらし（朝早くか
ら来る人、夜まで残る人など）彼の介助をしています。
土日は会社は休みですが、日曜日は彼はミサにいくた
め、教会の友達が来て介助を手伝い教会へ一緒に行き
ます。
周りの人に支えてもらい今の生活が始められていま
す。まだ始まったばかりですが、街と周りの人と生き
ていくような明るく開かれた生活が営めたらと思って
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

シモーネと自宅で
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市制 45 周年記念事業

秋草学園高等学校

第 8 回健康福祉センターまつり
開催に伴う募集情報！

特別講演会

今年のまつりテーマは「いきいき ふれあい！」
市民、関係団体、市が協力し、健康と福祉のま
ちづくりイベントを開催！
【開催日】3/13（日）【会場】健康福祉センター
まつりの詳細は、広報いるま３月１日号でご確認を！
入間市社会福祉協議会も参加します！
今年は“高齢者疑似体験”を計画しています。

●血液型検査（ABO式）・血管年齢測定
【定員】①血液型検査（ABO式）：200人
②血管年齢測定：48人（40歳以上の方）
※定員を超えた場合は抽選
【費用】無料
【申し込み】2/16（水）〈必着〉までに往復はがきに
必要事項を記入し、郵送してください。
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「認知症の老人でも、安心して老いていける国
にしたい」と老人介護に革命を起こして活躍中の
袖山氏の講演です。お気軽にご参加ください。
【日時】2/6（日）10:30～（受付10:00～）
【会場】秋草学園高等学校内「秋草記念館」
【講師】袖山 卓也（そでやま たくや）氏
【対象者】一般（無料）
[往き 各9:30発] [帰り 当校各13:00発]
西武新宿線新所沢駅西口、JR川越駅西口
西武池袋線稲荷山公園駅北口、JR東所沢駅
東武東上線ふじみ野駅東口
【問い合わせ】秋草学園高等学校 事務部
〒350-1312 狭山市堀兼2404 TEL:2958-4111
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ひだまりの小さな書作展
～知的に障がいのある子どもたちの珠玉作品集～
入場無料 2/9（水）～2/22（火）
展示場所：埼玉県民活動総合センター ロビー
主催：障害者書道クラブ
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市民力で入間をもっと元気に

市民提案型協働事業募集説明会

様

※①・②とも申し込みは1人につき1枚まで（複数枚の申し
込みは2枚目以降無効）とします。
※申し込みは１枚につき1人のみ（複数名の記載は2人目以
降無効）とします。

●「障がいのある方の作品展」展示作品
皆さんが心を込めて取り組んだ作品を出品してみ
ませんか？
【対象】障がいのある方
【募集作品】絵画、写真、工芸作品、書道、俳句、詩
等で1人（1グループ）1点。詳しくは、市健康福祉
課で配布している募集要項をご覧ください。
【参加費】無料
【申し込み】2/1から受け付けします。
2/28（月）までに、申込書（市健康福祉課に用意）
に記入し、健康福祉課（ファックス可）。

平成23年度募集説明会を行います。
市民提案型協働事業は、市民が提案する協働事業に市が
情報提供・人的支援・経費支援などを実施するものです。

【日時】2/28(火) ①14:00～ ②19:00～
1時間程度（①②とも同内容）
【会場】市民活動センター(イルミン) 3階
【申し込み・問い合わせ】
2/7（月）までにTEL、FAX、E-mailのいずれか
で申し込み。 ※当日参加も可
TEL:2964-2511 FAX:2964-2519
E-mail center@machisapo.com
市自治文化課
まちづくりサポートネット元気な入間

※展示スペースに限りがあるため、申し込み多数の場合は
先着順とします。

●健康ふれあいウォーク（小雨決行）
4㎞または8㎞のコースを選択し、みんなで楽し
く歩きましょう！！参加賞を用意しています！
【集合時間】9:00（8㎞）、9:30（4㎞）
【定員】各コース合計先着80人
（小学生以下は保護者の同伴が必要です）
【参加費】300円（保険料等）
【
持
ち
物
】
【申し込み】2/1から受け付けします。
3/10（木）までに、参加費を添え市健康福祉課。

【問い合わせ】
健康福祉センターまつり実行委員会事務局
（健康福祉センター健康福祉課内）
TEL:2966-5513 FAX:2966-5514
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

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。

■第 9 回ドコモ市民活動団体への助成
【対象】「子どもを守る」をテーマにした子ども
たちの健やかな育ちを応援する活動。
【金額】1 団体あたり 50 万円を標準額とし、200
万円までの申請可能。
助成総額 2,500 万円（上限）予定
【締切】2/1（火）～3/31（木）必着
【申し込み・問い合わせ】
NPO 法人 モバイル・コミュニケーション・ファンド（ドコモ MCF）
〒100-6150 東京都千代田区永田町 2-11-1 山王
パークタワー29 階
TEL:03-3509-7651 FAX:03-3509-7655
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.mcfund.or.jp/
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ボランティア活動に関する相談を受け付けています。くわしくはお問合せください。
演芸ボランティアの活動報告

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？
【日時】毎月第 2・4 木曜日
13:00～15:00
（祝日の場合はお休みです）
【場所】市民活動センター3 階 【持ち物】はさみ
どなたでも参加できます。直接お越しください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

使用済み切手、再利用してください！
使用済み切手の整理の会では県内のひとみ園に整理し
た切手を送っていますが、汚れ・欠損・破れなどで活用
することができない切手もたくさんあります。
この未活用の切手を差し上げます！
ぜひ活用してください！

病院、福祉施設などでたくさんの演芸ボ
ランティアが活動しました。
北野のとうちゃんかあちゃん（舞踊・寸劇）

あきこ一座（カラオケ・ワンマンショー）
内藤隆之（ピアノ）

増田健一（ケーナ）

ふれあい・いきいきサロンでの活動で
は、お二人が協力して演奏！ とても素晴
らしいクリスマス会になりました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
♦登録はしていませんが活動を引き受け
てくださったみなさんをご紹介します。

切手の貼り絵作品⇒
使用済み切手再利用
で素敵な作品を！

【問い合わせ】ボランティアセンターまで

永石さん ＆ よっちゃん
（腹話術）

♡♡♡ ご協力ありがとうございます ♡♡♡
★ボランティアさんによって整理された使用済みプリペイ
ドカード 5,950 枚をジョイセフに送りました。
★回収 BOX へ GO！・・・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、入間市理容組合加盟店にお持ちください。
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。

・プリペイドカードの回収は終了させていただきます。
・ペットボトルのキャップはお近くのスーパーなどへ！
（ボランティアセンターでは現在回収していません。
）

玉すだれ会のみなさん
（玉すだれ、和太鼓、踊り）

ご協力ありがとう
ございます。

ゆずります・・・ＳＵＺＵＫＩ セニアカー
施設に入所し利用しなくなり、引き取っ
て下さる方を探しています。
型番：ET-3A
状態：要充電

♦先着順に受け付け
くわしくはボランティアセンターまで

「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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