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4 月号
平成 22 年 3 月 29 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】金子・鈴木

ふじさわ

どうこうかい

藤沢ハーモニカ同好会

ハーモニカ演奏（いつでも可・ご相談ください）
活動紹介：スペースに合わせて活動内容を
調整します。（５～１５名）
演歌・懐メロ・唱歌・ポップス・
クラッシック…と歌える曲はな
んでも吹きます！！
ウクレレ、オカリナも加わり
とてもにぎやかなグループです。

藤沢公民館・文化祭での様子

❤4/4（日）東金子公民館のさくらまつりに
参加します。聴きに来てください!!
★藤沢公民館で活動しています。
（新規会員の受け入れ可）

増田 健一

ますだ

けんいち

フォルクローレ楽器（ケーナ）演奏
ケーナは
アンデスの葦「カーニャ」
で作られています。

活動可能日：月、火曜日（その他調整可）
活動紹介：演芸ボランティアは初めてなので
皆さんに呼んでいただいて、活動
の経験を積ませてください！！

“コンドルは飛んで行く”などのフォ
ルクローレ音楽を中心に演奏します。
期待せずに呼んでください。
（*^_^*）
演芸ボランティアのお問合せは、ボランティアセンターへ 市内施設や団体からの出演依頼受付中！！
現在登録されている演芸ボランティア
★個人…村上康明（声楽）、宮﨑栄治（腹話術・手品・バルーン）
、三田尊則（演歌・童謡）
、古財 武（三味線演奏）
あきこ一座（カラオケ・演歌・懐メロ）、手塚隼人（ピアノ演奏）、内藤隆之（ピアノ演奏）、増田健一（ケーナ演奏）
❤グループ…ボランティアマジッククリスタル（マジックショー・教室）
、琴光会（大正琴演奏）
、久保稲荷・フライデーメイツ（ハーモニカ演奏 ）
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）
北野のとうちゃんかあちゃん（舞踊・寸劇）
、三ツ葉会（舞踊・民謡・カラオケ）
、スコラカントルム IRMA（女声コーラス）
藤沢ハーモニカ同好会（ハーモニカ演奏 ）

私たちの

逸 品

『福祉の店 2 号店』は宮寺清掃センター向かいの老人福祉センター
「やまゆり荘」内にあります。昔懐かしいお菓子など、訪れる方に
様々な逸品を提供しています。どれを買おうか迷ってしまうほどたくさん
取り揃えています、ぜひ足を運んでみてください！！
施設は、健康の増進、教養の向上、レクリエーションなど地域の人々と
楽しく語らい趣味を通して仲間づくりを行い健康で明るい生活を楽しむ
ための施設です。

福祉の店２号店

イナゴの佃煮を発見!!
おいしそう！

営業時間：9:30～15:00
休日：月曜（祭日の時は火曜日も休み）祝祭日
年末年始（敬老の日は営業）
宮寺 2655-1 老人福祉センターやまゆり荘内
TEL:2934-5765

健康福祉センターまつりに参加しました！

使用済み切手の整理ボランティア体験
第 7 回になるこのおまつり、当日は天気も良くた
くさんのお客様がお見えになりました。
使用済み切手の整理体験は小さなお子様からご年
配の方まで体験していただきました。
（3 月 14 日）

イタリア滞在レポート

ディサービス・ランコラの「買い物に行く活動」中、路面電
車を待っているときの写真（2010 年 3 月 8 日撮影）

☆上野恵利☆ Vol.6
ミラノは３月現在、通常であれば春が到来して
いる季節ですが、現在暖かい日があると思えば、
雪がちらつく日が続いたり、丌安定な天気が続い
ています。
私は先月２月後半から、新しくアトラ以外での
福祉施設でボランティア活動を始めました。施設
は L'ancora ランコラ（碇）という名前の知的障
害者のデイサービスです。
初めて体験するミラノのデイサービスのボラン
ティア活動から、日々多くのことを感じています。
週に２日火曜日と木曜日の午前中に行っていま
すが、火曜日は皆で買い物に行く活動、木曜日は
短編映画を撮る活動に参加しています。
活動中に起こるいくつかのやりとりが、イタリ
ア人には普通でも日本人の私にはすばらしいと感
じることがあります。
買い物に行く活動は、トラム（路面電車）に乗
って、スーパーなどに出かけますが、車内は彼ら
が乗ると大抵朗らかな雰囲気になります。イタリ
アでは車内で偶然隣に乗り合わせた人と話をする
のはよくあることですが、デイサービスのメンバ
ーも空いた席に座り、隣の人に話しかけます。で
すがその質問がおもしろかったり、あまりにも脈
略がなかったりするため、話しかけられた人は笑
顔になり、車内は朗らかな雰囲気になります。 他
の乗客とのそのような小さなやりとりが、とても
自然なこととして流れていくのがイタリアのよい
ところだと感じます。
短編映画を撮る活動では、全員でストーリーを
考え、配役を決めます。
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 ２９６４－０４８６ FAX ２９６３－１０７２

現在は「黄金の絵画」というタイトルの有名絵
画盗難殺人事件の短編映画を進めています。
私ははじめ「知的障害者の施設で行う映画なら
社会的メッセージの強いストーリーか、またはむ
ずかしくなく一般によく知られている童話など
か、」と想像していましたが、想像に反して殺人事
件だったことが衝撃的でした。
参加者全員がおもしろいと思うストーリーを、
意見を出し合い決めていくということですが、前
回参加したときは全員が積極的に参加し、とても
いい雰囲気の中で活動が進行していたのが印象的
でした。
まだ私の「ランコラ」でのボランティア活動は
始まったばかりですが、これからも多くのことを
見て体験し、イタリアの福祉団体からならではの
報告ができたらと思っています。

〒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 22 年 3 月 29 日発行） －２－

アフリカへ毛布をおくる運動
一枚の毛布があると
❤コートになる ❤傘になる ❤産着になる
❤日よけになる ❤ジュータンになる
4 / 2（金）・藤の台公民館
【 4/17（土）・東町公民館
収 4/18（日）・高倉公民館、東藤沢公民館
集 4/25（日）・藤沢公民館
日
・ 5 / 3（月）祝日・茶まつり会場
鍵山商店街黒須薬局前（雨天の場合5/4）
会
場 5/13（木）・市民活動センター
】 5/17（月）・扇町屋公民館
【時間】10：00～15：00
※次のようなものはお受けできません
穴のあいた毛布、破れている毛布、洗濯してい
ない毛布、綿毛布、ベビー毛布（古着、こたつ敷と掛）
❤送料・募金・ご協力のみの受付もしています。
【問い合わせ】
アフリカへ毛布をおくる運動推進委員会
反町 TEL:2966-1578（18：00～）

映画音声ガイドライター養成講座
受講生募集
音声ガイドのシナリオ作りから上映までのノウハ
ウを分かり易く学びませんか！
音声ガイドって何？と思っていらっしゃる方、視覚
面のバリアフリー普及に意欲ある皆様のご応募をお
待ちしています。
【会場】彩の国すこやかプラザ
（京浜東北線・不野駅下車 徒歩10分）
【期間】5/12～6/9 計5回
（毎週水曜日・13:00～16:00）
【講師】平塚千穂子氏（シティ・ライツ代表）
【受講費】2,000円
【募集人員】15名（応募多数の場合抽選）
【対象】埼玉県内在住・パソコンでメール連絡が
できる方・自宅でDVDを見ることができる方
【問い合わせ】saitamakiitos@yahoo.co.jp
映画音声ガイド埼玉Kiitos 講座担当係
【申し込み】4/18（日）までにPCメールにてご連
絡ください。折り返し申込書をお送りします。
URL: http://wiki.livedoor.jp/eiga_kiitos/

平成２２年度 助成金情報
くわしい内容については、ボランティアセンター
もしくは、団体へお問合わせください。

●全労済地域貢献助成事業
～環境活動、子育て子育ち支援活動を応援します！～
【対象活動】（１）環境分野 （２）子ども分野
【対象団体】日本国内を主たる活動の場とするNPO
法人、任意団体等（NGO、ボランティア団体等）
【内容】限度額30万円 総額2,000万円（上限）予定
資材費、旅費交通費など活動に直接係る経費、人件
費（謝金等含む）
【締切】4/5（月）（当日消印有効）
【申し込み・問い合わせ】
全労済 経営企画部内 地域貢献助成事業事務局
（担当：数野）
〒151-8571 東京都渋谷区代々木2-12-10
TEL:03-3299-0161 FAX:03-5371-2685
（平日10:00～17:00 土日祝を除く）
E-mail：90_eco@zenrosai.coop
URL:http://www.zenrosai.coop/eco
●木下財団「障害者福祉関係助成」
【内容】障害児・者（身体・知的・精神障害）の小規
模作業所、グループホーム及び自立生活支援団体等
【内容】限度額一件30万円 総額1,100万円
施設の増改築・補修又は備品等の購入に必要な資金
の一部。
【締切】5/31（月）（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
URL:http://www.kinoshita-zaidan.or.jp
●キリン・子ども「力」応援事業
【対象活動】子どもたち自らの力を引き出すことを目
的に、子どもの発想から生まれ、子どもが主体とな
って実施する活動。
【内容】総額500万円
一件（一団体）当りの上限額15万円
【締切】4/19（月）（当日消印有効）
【申し込み・問い合わせ】
キリン福祉財団キリン・子ども「力」応援事業事務局
〒104-8288 東京都中央区新川2-10-1
キリン本社ビル
TEL:03-5540-3522 FAX:03-5540-3525
URL:http://www.kirin.co.jp/foundation/

共学支援ボランティア講座
障がいのある子もない子も、地域で一緒に学び交流する機会（支援籍）を通じて、「心のバリアフリー」を育む教育が始
まっています。知的障がいのある子どもたちとの出会いから、地域ができることを考えていきませんか？
【会場】狭山特別支援学校（狭山市笹井2958）ほか
【定員】10人
【参加費】280円（ボランティア活動保険代）
【共催】狭山市・飯能市・入間市社会福祉協議会、県立
狭山特別支援学校・狭山特別支援学校PTA
【申し込み・問い合わせ】5/7（金）までに電話または
ＦＡＸにてボランティア センターへ
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 ２９６４－０４８６ FAX ２９６３－１０７２

と き
5/21（金）14：00～16：00
5/29（土）9：45～14：00
6月中旬
6/22（火）、7/1（木）8:30～15:30
7月中旬
7/22（木）15:00～17：00
〒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 22 年 3 月 29 日発行） －３－

～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。～

☆使用済みペットボトルのふた回収ＢＯＸ
市民活動センターのミーティングルームに設置
してあった回収 BOX は、活動団体の事情により
現在は設置していません。
市内のスーパーマーケットなどで回収ＢＯＸを
設置しているところへお持ちくださいますようお
願いいたします。

☆使用済み切手の整理のボランティアを
一緒にやってみませんか？

平成２２年度 ボランティア活動保険
加入受け付け始めました。
☆社協・ボランティアセンター窓口にお越しいただ
き、加入手続きをお願いいたします。

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２２年度の保険料（掛金）は下記のとお
りです。

毎月第２・４木曜日（祝日の場合はお休みです）
１３：００～１５：００
※はさみ持参

基本タイプ

A プラン ２８０円
B プラン ４２０円
天災 A プラン ４９０円
天災 B プラン ７２０円

天災タイプ
★入間市社協・ボランティアセンターでは、使用
済み切手・プリペイドカード・メータースタンプ
を回収しています。
ボランティアセンターに
回収 BOX を設置しています
ご協力お願いいたします！

仲間づくりの第一歩・・ボランティア情報登録
しませんか！
ボランティア活動の推進を図るため、個人ボラ
ンティア・地域福祉活動を行う団体、ならびに演
芸ボランティア（個人・グループ）の情報登録を
行っています。
随時、新規の相談・受付もしていますので、ぜ
ひお気軽にボランティアセンターまでお越しく
ださい。
●ボランティアセンターへのお問い合わせ・相談
平日 8:30～17:00
（事前にご連絡いただくと助かります！）

（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 2３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。平成 18
年度から市内の各団体との連携を図るために、
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ので、ご了承
ください。
手続きの際には、印鑑を忘れずに。
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。

「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）
●産業文化センター
●博物館アリット

●健康福祉センター
●リサイクルプラザ

●老人福祉センターやまゆり荘
●市内福祉施設

●市立図書館（本・分館）

●市民体育館

●児童センター

●文化創造アトリエ

●シルバー人材センター

アミーゴ

●支所

●公民館

●青少年活動センター

●市民会館
●武道館

●農村環境改善センター

●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
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 ２９６４－０４８６ FAX ２９６３－１０７２

“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。
お問い合わせは、ボランティアセンターへ
〒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 22 年 3 月 29 日発行） －４－

