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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://iruma-shakyo.or.jp
【E メール】iruma_vc@atlas.plala.or.jp【担当】半田・渡部

ボランティアセンターには、楽器演奏、マジック、演劇、コーラスをはじめとしたさま
ざまな技術・特技を活かし活動する演芸ボランティアさんが登録しています。敬老会、ク
リスマス会、ふれあい・いきいきサロン、こども会の行事等で、演芸ボランティアさんの
出演を希望される福祉施設・団体等がありましたら、お気軽にボランティアセンターへご
連絡ください。また、登録を希望されるボランティアさんも随時募集していますので、活
動に興味がある方はお気軽にお問い合せ下さい！
＜個人＞

＜団体＞

 村上 康明（声楽）
 宮﨑 栄治（腹話術、手品、バルーン）
 古財 武（三味線演奏）
 あきこ一座（カラオケ、演歌、懐メロ）
 内藤 隆之（ピアノ演奏）
 増田 健一（フォルクローレ楽器演奏 ケーナ）
 池谷 一男（浪曲とお話し、唄）
 狭山紙芝居喜楽座（紙芝居）
 小杉 和子（落語、読み聞かせ、紙芝居
 柳澤 洋二（バルーンアート、ジャグリング、演劇）

＜個人…１０名＞
素敵な笑顔と演芸
をお届けします♪

※演芸ボランティアの依頼をされる施設・
団体は、予定される行事開催日から１ヶ月
前以上の余裕をもってご依頼ください。
演芸ボランティアに関するお問い合わせは
ボランティアセンターまで。

 ボランティアマジック クリスタル
（マジックショー、マジック教室）
 琴光会（大正琴）
 コーラス「ムクの木」
（コーラス）
 兎組（フラメンコ）
 北野のとうちゃんかあちゃん（舞踊と寸劇）
 三ツ葉会（民謡）
 スコラカントルム IRMA（女声コーラス）
 尺八現代吹奏会（尺八の演奏）
 入間市管弦楽団員によるアンサンブル イル ムジカ
（クラシック、音楽演奏）
 琴伝流大正琴 琴音会（大正琴演奏）
 クラシカル・マジック（歌・ピアノの演奏）
 てんとう虫（口笛）
 CUORE＜クオーレ＞（二胡とヴァイオリンの二重奏）
 劇あそびサークル「ホットミルク」
（寸劇、朗読、紙芝居、大型絵本）
 オリオリ倶楽部（ウクレレ演奏、歌、フラダンス）
 いきがい大学入間学園 校友会
かっぽれ・よさこいソーランクラブ
（よさこいソーラン踊り、江戸芸かっぽれ踊り、マンドリン演奏）
 向陽吹奏楽団（音楽演奏）
 みけとたま（歌とギターとハーモニカ演奏）
 みつばち会（落語、コント、歌）
 サーフベンチャーズ
（1960 年代ベンチャーズライブバージョン、加山雄三インスト、ベンチャーズ歌謡）

＜団体…２０グループ＞

イタリア滞在レポート♡上野恵利♡
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4 月に入りイタリアでも春らしい穏やかな天気
が続いています。私は年末から父の体調がよくな
かったため一人で日本に帰国していましたが、状
況が少し落ち着いてきたので 3 月 20 日にモデナ
に戻ってきました。
戻ってきて数日してシモーネの友達から「教会
でメジュゴリエへ行くツアーがあるけど一緒に行
かないか」と誘われました。メジュゴリエとはボ
スニア・ヘルツェゴビナにある小さな町で１９８
１年に山の中でマリアが出現したことから、イタ
リアでは聖地のように言われています。メジュゴ
リエへは車で片道 10 時間以上もかかるため、は
じめはあまり乗り気がしませんでしたが、シモー
ネが強く希望したため、彼に合わせて行くことに
決めました。
イタリアからスロヴェニア、クロアチアと 2 つ
の国境を抜けて約 12 時間後にメジュゴリエに着
きました。メジュゴリエの町の第一印象は「質素
さ」でした。イタリアからだけでも毎日たくさん
の人がバスで訪れますが、舗装されていない道路
があったり、たくさんお土産屋があっても、来る
人の数と比べると規模が小さく感じました。ボス
ニア・ヘルツェゴビナと言えばボスニア紛争が思
い浮かびますが、メジュゴリエは被害を受けなか
ったということですが、それでも歴史的な悲惨な
紛争の歴史を持つ国の町なのだと感じました。
着いた日の翌朝、マリアが出現したという山へ
行きました。山は緑の少ないゴツゴツとした岩山
で、聖地と言われるのが理解できるような独特の
空気が漂っていました。マリアが出現したという
場所には青い十字架が立っていました。多くの人
はこの十字架を拝むことをひとつの目的に来てい
ましたが、十字架は細い木材でできたシンプルな
ものでした。ガイドさんの説明によると、マリア

を見た人のうちのひとりの父親が家で作ったもの
で、色が青なのはたまたま家に青いペンキがあっ
たからということでした。山の独特な雰囲気や、
シンプルな十字架や、質素な町など、すべてに嘘
がない感じがして、それがよりマリアの出現に真
実味を増しているように思えました。
山頂には大きなマリアの像があるということ
で、1 時間位かけて登りました。山頂にたくさん
の人がいましたが、誰も水を飲んだり何か食べた
りしておらず、多くの人がただロザリオを片手に
マリアの像にお祈りをしていることが印象的でし
た。ただ祈るためだけにここに来ている人の多さ
に少し驚き、でもとても共感しました。私は山に
いる間ずっと父のことを考えていましたが、祈る
理由は人それぞれだとしても、人の心の奥の方に
あるものや、本当に困ったときに求めるものは宗
教を問わず皆同じだと感じました。
今回この旅に来る前は、特に父のことと関連づ
けて考えたりせず、ただ流れにまかせて来ただけ
でしたが、来てみると来るべくタイミングで来た
と感じ、提案してくれたシモーネに感謝しました。
そして、マリアの出現について、1981 年に
11 歳から 16 歳までの 6 人の子供たちがマリア
を見たと言われていますが、これはもちろん科学
的にはおかしなことですが、奇跡と言われること
を当たり前のように疑わずに受け止めて、それを
糧にこの先の人生をよりよく生きていこうという
人がたくさんいることは、おかしいことではなく、
むしろとても健全なことだと感じました。
上野さんのブログ→http://erierie1012.jugem.jp/

5/12～5/18 は「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」です。今年は民生委員制度創設 100 周年、また児童委員制度も
70 周年になることから民生委員・児童委員の活動を地域のみなさまに知っていただくための全国的な PR 活動が行われます。
－2－
ので、

今年もありますヒーローショー！
第７回 福祉ふれあい祭り
子どもからおとなまで楽しめる「福祉ふれあい
祭り」が今年も開催！大人気のヒーローショーか
ら、ゆるキャラ撮影会まで、内容盛りだくさん！
是非ご家族でお越しください！
★ゆるキャラ撮影会！★鹿鍋無料！
★武蔵忍法伝 忍者烈風もやってくる！
★フリーマーケット、新鮮野菜販売
★はたらく車、屋台横丁！
※無料直行シャトルバス運行予定 ※手話通訳あり
※環境配慮のため、エコバッグをご持参ください。
【日時】5/13（土）9:30～16:30 ※雨天決行
【会場】彩の森入間公園
【主催】茶の花福祉会、創和、みのり福祉会、羽
搏会、こぶし福祉会、新
【問い合わせ】茶の花福祉会 大樹の里
TEL：04-2964-3965（月～金 10:00～17:00）

遊びのない人生はない！
いるま子育てフェスティバル
毎年人気のおまつりが今年も開催されます！体
験型から手作り小物のお店まで、様々なお店が出
店！もちろん美味しい食べ物の販売もあります。
是非ご参加ください！
★大好評！香川元太郎と親子で楽しむ迷路の世界
★シャボン玉・段ボールぽっくり・かざぐるま・
たこあげ・ペットボトル空気砲・１円玉落とし 他
※手話通訳あり ※ゴミ袋をご持参ください。
※駐車場（有料）に限りがあるため、公共交通機
関をご利用ください。
【日時】5/28（日）10:00～15:00 ※雨天決行
【会場】西武公民館
【問い合わせ】西武公民館
TEL：04-2932-0033

手話コーナー連載中！

お友達にも
教えちゃおう！

今月の手話

右手の指先（親指を除
く）を右胸にあて、
「わ
からない」という表情
をつけて、２回、上に
はらう。
＜イラスト・監修＞ 意思疎通支援者派遣事務所

平成 29 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
障害者を支援する県内ボランティアグループ
などへ助成します。
【対象】埼玉県に活動の拠点を有し、地域福祉活
動の実績があり、かつ・会則・事業計画・予算
などが整備され、事業実施体制が整っているボ
ランティアグループ等
【募集締切】5/31（水）締切／市町村社協必着
所定の申請書に記入の上、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。
【問い合わせ】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：048-822-1435 FAX：048-822-3078
■シニアボランティア活動助成
シニア（年齢満 60 歳以上）のボランティア活
動を支援することにより、シニアのボランティア
活動の振興と社会福祉の向上に寄与することを
目的とし助成します。
【応募資格】社会福祉の推進に役立つボランティ
ア活動を行っているか、または行おうとするシ
ニア（満 60 歳以上）が 80％以上のグループ
（NPO 法人を含む）。
【募集締切】5/25（木）締切／当日消印有効
必ず所定の申請書に記入の上、下記まで郵送に
て送付してください。
【申込・問い合わせ】
（公財）大同生命厚生事業団 事務局
〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 1-2-1
大同生命大阪本社ビル内
TEL：06-6447-7101 FAX：06-6447-7102
■ビジネスパーソンボランティア活動助成
ビジネスパーソンボランティア活動を支援す
ることにより、ビジネスパーソンのボランティア
活動の振興と社会福祉の向上に寄与することを
目的とする。
【応募資格】社会福祉の推進に役立つボランティ
ア活動を行っているか、または行おうとするビ
ジネスパーソン（会社員、団体職員、公務員、
経営者・個人事業主）が 80％以上のグループ
（NPO 法人を含む）。
【募集締切】5/25（木）締切／当日消印有効
必ず所定の申請書に記入の上、下記まで郵送に
て送付してください。
【申込・問い合わせ】
（公財）大同生命厚生事業団 事務局
〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀 1-2-1
大同生命大阪本社ビル内
TEL：06-6447-7101 FAX：06-6447-7102

第 7 回 福祉ふれあい祭りに入間市扇台福祉作業所も出店します！美味しいカップケーキやクッキー他、さおり小物なども販売
しますので、是非お越しください！
－3－

ボランティアセンター、社協、登録団体のイベント等をご案内します！
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天災Ａプラン…５００円 天災Ｂプラン…７１０円
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イベント／募集

ボランティアセンターでは、脳出血、脳梗塞
などの脳血管の病気が理由で体に不自由のある
男性（40～60 代の方を中心に）で集まり、情報
交換やレクリエーションをおこなう交流会を開
催しています。是非、お気軽にお越しください。
※参加者は市内在住の男性に限ります。
【日時】5/18（木）、6/15（木）
、7/20（木）
13:00～15:00 ※毎月第3木曜日に開催中
【会場】市民活動センター 活動室５
【参加費】無料 ※申込不要
【問い合わせ】ボランティアセンター

第７回福祉ふれあい祭り
社 ちょこっと・ゆったりーの
○

どなたでも参加できますので、直接、市民活
動センターまでお越しください。
ボ 男性が集う交流会を開催中！
○

【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（6 月号）発行

※使用済み切手がありましたら、ボランティアセンター
までお持ちください。ご協力、よろしくお願いします！

ボ 使用済み切手の整理の会
○

～ 加入手続きはお近くの社会福祉協議会にて ～
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ボ …ボランティアセンター ○
社 …社会福祉協議会
○
登 …ボランティアセンター登録団体 印なし…その他団体等
○

冬かと思っていたら桜も散り、もうすぐ GW…あ
っという間の年月に恐怖をおぼえる今日この頃で
す。さて、今年もボランティアセンター＆みんな
の手を担当することになりました！引き続き、よ
ろしくお願いします！（渡部）

「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 ●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・居宅介護支援事業所
★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、Ｕアリーナ ★宮寺…小林病院
★野田…ふらいぱんや ★下藤沢…ヨークマート武蔵藤沢店 ★高倉…玄米菜食料理教室 SAIEN
■入間市理容組合加盟店（使用済み切手の回収にも協力しています！）
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

〒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 5 月号（平成 29 年 4 月 24 日発行）
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