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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

１３：３０ 開演 （１２：３０ 開場）

入場無料

入間市市民会館ホール（座席数 1,050）

北国の動物園から届いた、大きな愛の物語
主演：西田敏行

監督：マキノ雅彦

社会福祉協議会では、歳末たす
けあい激励事業の一環として、福
祉映画会を実施いたします。
障害のある方もない方も一緒に
映画を楽しみませんか。

☆申し込みは不要ですが、視覚障害の方、車いす使用の方は事前にご連絡ください。
☆音声ガイドを利用する方は、FM ラジオを忘れずにご持参ください。
☆駐車場は台数に限りがありますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
主催：社会福祉法人 入間市社会福祉協議会
協力：入間ケーブルテレビ株式会社・映画音声ガイド埼玉 Kiitos

猛暑の中がんばりました！

はじめてみよう夏ボランティア体験

平成 22 年度のはじめてみよう夏ボランティア体験が 7・8 月の
猛暑の夏休みを中心に行われました。参加申し込み者 121 人、
体験者のべ 171 人。提供メニュー数３６の中から自分で選んで参加。
楽しかった！

大変さを知りました！
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来年も参加し、今回できな

など感想もさまざま(^_^)

来年もまた参加したいホントに猛暑の中お疲れ様でした！
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これからも
ボランティアする？

イタリア滞在レポート
☆上野恵利☆ Vol.13
８月４日から１０月７日まで日本に一時帰国し
ていました。
今日でイタリアに戻り１週間が経ちますが、徐々
にイタリアでの生活のよい点や苦労していたこと
などを思い出しています。
今回日本に帰ったとき、たくさんの方にお世話
になりました。
家族をはじめ、友達、元職場デイサービスあす

みんなの手制作ボランティアの皆さん、入間市

なろの皆さん、代表、寺本さん、入間市社協鈴木

障害者運動会を盛り上げる多くの方々、所沢メン

百代さん、みんなの手制作ボランティアの皆さん。

ズクラブ（自分の父の参加している活動です。）す

私はイタリアに来て、特にモデナに移って、人

ばらしい活動です。

と関わりながら生きていくことの大切さを以前に
増して感じています。それは今の会社の社長が体

これから３年目に入るイタリア生活から何を学

に重い障害があり、常に２４時間誰かと（家族、

んでいくのか、常に試行錯誤でまだわかりません

スタッフ、友達など）いるところを間近で見てい

が、今回滞在中にうけた感動から今イタリアでし

ることから感じることですが、今回の帰国中、特

ている活動と日本での地域に貢献する活動を盛り

に地域に貢献するボランティアの皆さんの活動を
見て、尊く必要な活動だと思い感動しました。

上げていくことがつながっていけばと思っていま
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第 15 回「あなたの一句が地球を救う」

心のメールキャンペーン
俳句募集＆募金
皆様からの投句料（ご寄附）は、地球上の生命
を守る様々な活動に役立てられます。例えば、
1,000 円（一句投句料相当額）で途上国の子供た
ちのために次の品物が手に入ります。治療用ペニ
シリン 40 瓶、失明を防ぐビタミン A カプセル
200 個、包帯 32 個、ノート 80 冊、白墨 250
本、鉛筆 200 本等。
募集要項
【俳 句】2 句 1 組で何組でも応募可
【投句料】2 句 1 組につき 2,000 円
定額小為替又は現金と作品を同封の上、郵送
して下さい。現金を送る場合は、必ず現金書
留でお願い致します
【募 金】額の多尐にかかわらずご寄付も承って
おります。ご寄付だけの場合もお受けします。
【応募方法】応募用紙又は 200 字詰め原稿用紙
に次の①②を明記
①俳句と住所、氏名（ふりがな）、職業、年齢、TEL
②俳句の内容は問いませんが、あなたの句を誰
（どこ）あてに捧げたいのかを明記。
【締切】11/11（木）当日消印有効
【問い合わせ・応募先】
地球ボランティア協会「地球を救う」係
〒659-0093 兵庨県芦屋市船戸町 3-25-502
TEL：0797-34-4545

東藤沢地区住民福祉 座談会
助け上手、助けられ上手な東藤沢の地域福祉づ
くりをめざして、ご近所の高齢者の方を手助けで
きる方法を考えてみませんか？
【日時・場所】各日とも 13:30～15:30
11/24（水）西部集会所
11/26（金）藤沢八区公会堂
11/29（月）東藤沢公民館
【内容】地区別に行う福祉座談会
地域の高齢者の生活福祉（困りごと）課題に
ついて話し合う。
【問い合わせ】東藤沢地域包括支援センター
担当：川合、佐藤
結ぶ絆づくりの会 事務局担当 鈴木
TEL：2901-7025・FAX：2964-7831

入間市扇台福祉作業所地域公開日

ザ・体験

～楽しさ発見

さあいこう♪～

第 16 回 いるま生涯学習フェスティバル
11/14（日）9:45～15:45
産業文化センター、図書館、児童センター他で、
生涯学習活動団体によるフェスティバルが行われ
ます。
【問い合わせ】実行委員会事務局（市教育委員会
生涯学習課内）2964-1111（内線 4123・4124）
★ボランティアセンターに登録している団体も参加。
（☆入間市手話の友の会 ☆友愛会 ☆入間六ツ星会）
入間市社協・ボランティアセンターでは『使用
済み切手の整理体験』で参加します。
市民のみなさんから届けられ集まった、たくさ
んの切手を一緒に整理してみませんか？
肢体丌自由児の介助

ボランティアスキルアップ研修会
日高特別支援学校では、「肢体丌自由児の介助」
に関するボランティアの養成講座を開催します。
【日時】11/15（月）、11/16（火）9:00～16:20
【会場】埼玉県立日高特別支援学校
【費用】無料
【内容】
実演「介助ボランティア体験」
講義《本校の現状と児童生徒の実態などの説明》
《ボランティアとしての心構えと活動事例》
《摂食指導について（実演）》
《特別支援教育の国県の動向・施策》
【申し込み・問い合わせ】11/10（水）までに
埼玉県立日高特別支援学校（日高市高富 59-1）
教頭へ、TEL または直接申し込み。
TEL：042-985-4391

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。

■年賀寄附金配分事業の公募
・申請できる団体
社会福祉法人、更生保護法人、特例社団法人、
特例財団法人、公益社団法人・公益財団法人、
特定非営利活動法人（NPO 法人）
【締切】11/30（火）消印有効
【申し込み・問い合わせ】
郵便事業株式会社 経理企画部 環境･社会貢献室
内 年賀寄附金事務局
〒100-8798 東京都千代田区霞が関 1-3-2
TEL：03-3504-4401 FAX：03-3592-7620
土日祝日を除く 10:00～12:00、13:00～17:00
ホームページ http://www.post.japanpost.jp/kifu/

地域の方々に扇台福祉作業所の活動内容を紹介し、いろいろな作業体験を通して障がい者への理解を深
めていただけたらいいね。という目的で今年も作業所公開日を開催いたします。
【日時】11/28（日）10:00～15:00 扇台福祉作業所
【場所・問い合わせ】扇台福祉作業所（扇台 2-7-26）TEL：2962-5308
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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。

老健（介護）の現場から Vol.5
現場③
ふくうえ かい

☆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？

【日時】毎月第２・４木曜日
↑
13:00～15:00
メーター
スタンプ
（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。

ボランティアセンターでは次の物を回収するために
BOX を設置しています。
使用済み切手

プリペイドカード

メータースタンプ

いつもたくさんのご協力ありがとうございます。

老健の一日ってどんなだと思いますか？
みなさん知ってますか？
6:00 起床
7:30 朝食
9:00 リハビリ、入浴
10:00 おやつの時間
11:45 昼食
14:00 レクリエーション
15:00 おやつ
18:00 夕食
21:00 就寝
上記が一日のタイムスケジュールです。
施設によって時間、内容が異なります。

★入間市理容組合加盟店のみなさんが

使用済み切手の回収に協力してくださいます!!
私ども入間市理容組合加盟店では、使用済み切手回収のお手伝いをすることになりました。
お気軽にお近くのお店へ!!

入間市理容組合加盟店

登録ボランティアの活動をお知らせします
個人・団体ボランティア・・・第 34 回元気な入間 障害者スポーツ大会が 10/3 に開催され、ボラセンから
は 29 名が協力しました。
応援ありがと

演芸ボランティア・・・病院、福祉施設などで多くの演芸ボランティアさんが活動しました。
扇町屋ハーモニーメイツ（ハーモニカ演奏で）、あきこ一座（楽しく唄を！）、池谷一男（浪曲を披露）、
内藤隆之（音楽会に向けて協力中）、北野のとうちゃんかあちゃん（舞踊と寸劇）、藤沢ハーモニカ同
好会（ハーモニカ演奏）、ボランティア マジック クリスタル（マジック披露）

「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
■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。
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