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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】池田・金子・鈴木

なんだかとっても
楽しそう（*^_^*）

開催場所：八坂会館…仏子･八坂神社境内
対象者：高齢者
開催日時：毎月 第 1 金曜日
会費：通常 100 円～上限 300 円(材料費が高い場合)
★ボランティア募集しています
かたくり

サロン語来里は、手作り･おしゃべりのお楽しみ会。５月はアーム
バンド、９月はシフォンケーキ作り（紅茶つき１００円。２２人がお
茶飲み話に花を咲かせました。）
１０月の予定はアクリルたわし、１２月は紙細工のツリーです。

ふれあい・いきいきサロンて何ですか？ そんな質問にお答えする

コーナーです

ふれあい・いきいきサロンに参加して期待できることはどんなこと？
「生きがいづくり」…自分の居場所があり、役割を持てることにより、充実感を得られます。
「仲間づくり」……･ 地域住民が多く集うサロンでは、悩みを共有したり相談し合うことにより、仲
間づくりの拠点となり、支え合いの輪が広がります。
「閉じこもり防止」…家から出て、いろいろな人とふれあうサロンができることによって、楽しみが
でき、閉じこもりの防止策になります。
「介護予防」………･特に高齢の方にとって、多くの方と接することにより刺激を受け、また、バラ
ンスのよい食事を摂ったり、軽い運動をしたりすることによって、生活に張りができ、要介護状
態になることを予防します。
ふれあい・いきいきサロンは、地域を拠点に、住民である当事者とボランティアとが協働で企画
をし、内容を決め、共に運営していく楽しい仲間づくりの活動です。

お問合せは、ボランティアセンターへ

今年も

暑さに負けず

ボランティア体験しました！！

入間市社協ボランティアセンターでは、平成21年度彩の国ボラ
ンティア体験プログラム事業“はじめてみよう夏ボランティア体
験”を実施しました。多くのみなさんがボランティア体験にチャレ
ンジしました。そこで、ボランティアセンターのメニュー体験者の
感想を紹介します。

①親子で体験 世界に一つだけのマグネット作り ☆参加者１０名☆
（手作りマグネットを作り、使用済み切手の整理体験を見学。）
全員が思い描いていた通りのマグネットを完成させることが出来て
満足感をえられました。
「これからボランティアをしたい」とほとんどの参加者がアンケート
に答えてくれました。

②車いすピカピカ隊
☆参加者 11 名☆
（車いすをみんなでピカピカにしました。
）
ピカピカにきれいにした後はとても達成感があり、こちらも気分
がよくなりました。またボランティアに参加し、身近な所から手伝
２
いをしていこうと思います。
２
③みんなの手お助け隊
☆参加者２名☆
（
「みんなの手」の発送作業を体験しました。）
みんなとふれ合い、楽しくできました！！
また来年も参加したいです。
やるといい気持ちになる！！ので、またボランテ
ィアをしたいと思います。

イタリア滞在レポート
☆上野恵利☆ Vol.1
９月に入り、ミラノもすっかり秋になりまし
た。季節は秋ですが今回の記事もまた、夏にア
トラで行なわれたサマースクールの報告をし
ていきたいと思います。
このサマースクールは７月、８月の約２ヶ月
にわたって５歳から１４歳を対象に健常児、障
害児混合で行われたイベントです。
私は知的障害のある１人の女の子に指導員
としてつき、このサマースクールに関わりまし
た。ですが期間中、いつも気になってしまう１
０歳くらいの健常児の男の子数人がおり、彼ら
から感じ受けたことを今回ご報告していきま
す。
いくつかあった印象的な出来事のうちのひ
とつとして、彼らが敷地内に秘密の基地をつく
ってしまい、安全上に問題があったため私たち
が取り壊したという事がありました。彼らより
も、もっと小さい子どもたち（５、６歳）から
「あそこに近づこうとすると大きい子たちに
たたかれる、こわい。」と報告を受けたため、
判明し撤去しましたが、その基地の形は独特
で、何を考えてそのような形をつくったのだろ
うと考えさせられるようなものでした。
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みんな
がんばったよ

敷地内の一部の生垣を囲うように、木片や石な
どで線をひき、生垣の低い部分に傘を開いて立
て、その下に南天の実を数粒置いていました。
安全上の理由で撤去しましたが、私たちが基
地に入って行ったときの彼らの緊張感や、基地
を壊したあとの私たちに対する彼らの冷やや
かな態度は忘れられません。正当な理由があっ
て取り壊しても、その理由は追いつかないよう
な、罪を犯した気持ちになりました。
１０歳くらいの子どもは大人と同じように
人間関係を大切に築いていくような一面を持
つ一方で、子ども独特の世界を持っていると感
じます。普段大人の世界で生きているところか
ら、急にその子どもの世界を見ると、同じ人間
でも違う次元の世界に生きていると思い興味
深くなりました。
今後もこち
らで体験し感
じ受けたこと
などをご報告
していきたい
と思います。
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身障者のための無料運転教習

小規模地域生活支援センター

「つどい」が引越します！
「身体障害者運転能力開発訓練センター」では、
就職するために自動車運転免許を取得したい身
体障害者の方に、厚生労働省から委託されて運転
教習をしています。教習期間は3か月、1、4、7、
10各月の初めが入所日で、申し込み締め切りは
前月10日までです。教習期間中の教習費は無料、
検定料など自己負担は約3万5千円です。
国の助成金で作られた身障者専用の寮（有料）
もあります。
このセンターに入ると、埼玉県公安委員会指定
の東園自動車教習所で教習を受けられ、実地試験
が免除されます。これまで東園から1万3千人の
身障ドライバーが巣立って行きました。
○能力開発訓練科（訓練生）
【募集人数】1期25人（年間4期100人）
【応募資格】公共職業安定所に求職登録している
人で就職活動中の人、また就業中の人でも免
許取得により職業生活の安定が期待される
人は事業主が入所を承諾すれば対象になり
ます。
【期間】3か月（入所日―1月5日、4月1日、7
月1日、10月1日）入寮、通所どちらでも可
【料金】無料（ただし検定料など約35,000円自己負担）
○一般身体障害者教習科（教習生）
【募集人数】制限なし
【期間】おおむね２か月（随時入所可）入寮、通
所どちらでも可
【料金】MT車（法定最低34時限）287,200円
【料金】AT車（法定最低31時限）274,600円
・法定最低時限を超えた場合は1時限
ごとに4,200円が加算されます。
・一拢納入の方は割引があります。
☆入寮を希望する人（構内にある宿舎の定員30人）
施設管理費 1か月30,000円
食 費
1か月33,000円
退所時に日割りで清算
【申し込み・問い合わせ】
身体障害者運転能力開発訓練センター
（厚生労働大臣が定める認定教育訓練施設）
財団法人 東厚生会 公認 東園自動車教習所
あずまえん

（通称 東 園 ） 月曜日定休
〒352-0023 新座市堀ノ内2-1-46
TEL：048-481-2711 FAX：048-481-6578
http://www.azumaen.or.jp
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10 月 6 日（火）より新たなスタートを切りま
す。また、オープンスペースの時間を拡大しまし
た。是非ご利用ください！
高見原

ジャスコ

安川通り
西武ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙ

つどい
(明の沢ビル２F)
武蔵藤沢駅
入口

狭山ヶ丘高校
藤沢公民館
熊野神社北

沢田医院
武蔵藤沢駅

【問い合わせ】
下藤沢 1015-３ 明の沢ビル 2 階 TEL･FAX 2964-2117

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。
●日本財団
「2010年度助成事業『福祉拠点の整備』」
1.福祉拠点の整備 リフォーム編 概要
○福祉拠点の整備
(1)空き店舗・民家等のリフォーム
(2)地域の小規模福祉施設のリフォーム
(3)障害者の就労支援のための機器
(4)障害者就労支援のための車両
○里親家庭の居住空間整備
(5)小規模居住型児童養育事業（ファミリーホ
ーム）開設のためのリフォーム
(6)里親家庭の家屋のリフォーム
2.福祉拠点の整備 機器・車両編 概要
(1)障害者就労支援のための機器
(2)障害者就労のための車両
【締切日】10月30日（金）
【資料請求方法】
ホームページから申請資料を請求できます。
http://www.nippon-foundation.or.jp
【問い合わせ】日本財団
TEL：03-6229-5111
●第10回「花王・みんなの森づくり活動助成」
【対象】国内で森づくりの活動に取り組んでい
る団体。
※団体には、町内会、学校などを含みますが、
国、地方公共団体は除きます。
【締切日】10月3１日（土）（当日消印有効）
【問い合わせ】財団法人都市緑化基金
TEL：03-3235-8065
Eメール：midori-info@urban-green.or.jp
http://www.urban-green.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。～

仲間づくりの第一歩・・ボランティア情報登録

『北野のとうちゃんかあちゃん』が

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・受付もしておりますので、
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。
９月２５日現在で、個人ボランティア２８名、
１７団体の登録になりました。

新聞、テレビなどで紹介されました！！
「北野のとうちゃんかあちゃん」こと岩田
栄治さんとマスさんのお二人は、演芸ボラン
ティアに登録し、各地でボランティア活動を
しているご夫婦です。
新聞やテレビで取り上げられるほどたく
さんのボランティア活動をなさっています。
皆さんも機会があったらぜひ公演を観に
行ってみてください。きっとお二人のお芝居
や歌が心に響いてくることでしょう！！

☆ボランティアセンターから報告します☆
市民のみなさんから届けられ、ボランティアさ
んによって整理された使用済み切手 9.2kg を県
内深谷市の養護盲老人ホームひとみ園に送りまし
た。ひとみ園にて建物建設資金に使われます。
ご協力ありがとうございました。
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？
毎月第２・第４木曜日の 13：00～15：00
はさみ持参
くわしくは、ボランティアセンターまで。

演芸ボランティアの出演依頼は
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）
●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

●市民会館

●青少年活動センター

●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、
こどものいえ幸保育室、Ｕアリーナ
★宮寺…小林病院
★下藤沢…理容ナガサワ、ヨークマート武蔵藤沢店

★野田…ふらいぱんや

“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
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