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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・渡部

募 集 期 間 １２月 １日 から１２月 ３１日 まで
この運動は、新たな年を迎える時期に支援を必要とする人たちが、地域で安心して暮らすこと
ができるよう、支援活動を行うものです。
入間市は 10,926,000 円を目標に募金運動を行っていきます。皆様のご理解、ご協力を宜しく
お願いいたします。
＜昨年の歳末たすけあい配分事業＞
●低所得世帯歳末慰問事業 ●ひとり暮らし高齢者世帯支援事業 ●重度心身障がい者激励事業
●福祉映画会 ●ひとり親世帯レクリエーション事業
を実施しました。

住み良い入間市を目指して ・・・ みなさんのご意見をお聞かせください。「.
「
入間市社会福祉協議会では現在、地域福祉活動計画
（より良い生活を目指すための行動計画）の策定に取
り組んでいます。そこで、高齢化、子育て、就職難を
はじめ、さまざまな問題が取りざたされている今、市
民のみなさまが、入間市での生活についてどのような
お考えをもっているか、アンケートをさせていただく
ことになりました。
このアンケートは、日々暮らすなかで、不安に感じ
ていること、心配していること、気づいたことなどを
お答えいただくものです。みなさまからいただいたア
ンケート内容は、これからの入間市がどなたにとって
も、安心して暮らせるまちになるよう、地域福祉での
取り組みにおいて貴重なご意見として参考とさせて
いただきます。
「両親の介護で誰に相談していいかわからない」
「近所のおばあちゃんがお買い物に困っているみた
い」
「中学生の子どもが不登校になってしまった」な
ど、みなさんが抱える福祉に関する不安や悩みを、ぜ
ひお聞かせください。年末のお忙しい時期となります
が、ご協力よろしくお願いいたします！！

＜詳細はアンケート、もしくは HP をご覧ください。＞

イタリア滞在レポート♡上野恵利♡

案内文と調査票が２枚、「社協だより」
（12/1 号）と一緒に届きます。
見
本

＜アンケートご協力のお願い＞

＜アンケート調査票＞

アンケート回収期間：12/1～12/20
☆対象：20 歳以上の入間市にお住まいの方。
☆回答はお一人様一回。
☆お答えいただいたアンケートは市内公共施設に
設置された回収箱まで。また、FAX でも受け付
けます。
☆入間社協の HP からもお答えいただけます。

FAX：２９６３－１０７２
HP http：//iruma-shakyo.or.jp/
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ここイタリアで、友達に「シモーネと結婚した」
と言うと大きな祝福を受けますが、公の場で特に
外国から出稼ぎでイタリアに来ている人たちの前
で「シモーネと夫婦だ」と言う場合、大体は「目
的はお金か？」とか「滞在許可書が必要なのか？」
と言われます。
「そうじゃない」と答え「じゃあ何
で？」と聞かれる場合は「もちろん愛です」と答
えます。
愛とはなんだろう…と思いますが、愛とは日常
生活のレベルで考えると、誰かといて「何となく
幸せだ」と思えたらそこには小さくても愛がある
のだと思います。
重度身体障がいを持つシモーネと結婚した理由
は、シモーネといて何となく幸せだと思えること
があります。シモーネを結婚のパートナーに選ん
だのはこういう自分の価値観からでもあります
が、その他にイタリアにいると、自分が日本人だ
からできた選択だとも思います。
まだ障がい者の結婚は残念ながら世界中どこの
国でもポピュラーではないですが、はじめに書い
たように特に経済的に厳しい国だとありえない選
択になるようです。
日本はもし若い人が「音楽がやりたい」
「美術が
やりたい」と思ったらその純粋な気持ちを持って
挑戦できる可能性があり、基本的には好きなこと
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

が選べるような社会だと思います。これはとても
すばらしいことだと思います。なぜなら、私は今
その延長にいて、自分が「これが愛だ」と思った
ことを選び、満足し大きなしあわせを感じている
からです。
日本には逆に選択肢や情報の多さゆえの社会問
題もありますが、好きなことに挑戦できる環境が
ある限り、特に若い人の可能性は無限大だと思い
ます。好きなことや好奇心は世界を変えることも
できると思い、挑戦する人を応援し自分もよりが
んばりたいと思います。
上野さんのブログ→http://erierie1012.jugem.jp/
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狭山特別支援学校
公開講座＆コンサート

平成 24 年度 入間市人権啓発講座
「人が人として尊ばれる社会を」

■公開講座のお知らせ
自閉症の子どもたちの理解と具体的支援方法につ
いて一緒に学びませんか？
【日時】12/27（木）13:30～16:00
【会場】狭山特別支援学校 集会室
（狭山市笹井2958）
【参加費】無料 【申込締切】12/14（金）
【内容】「自閉症スペクトラムの子どもたちの理
解と具体的支援方法」
【対象】共学支援ボランティア養成講座修了者、
教育関係者、一般
【申込・問い合わせ】狭山特別支援学校 液野
TEL：04-2953-1612

だれもが、お互いに尊重しあえるような、共生共
存の社会の実現に向けて、人権感覚を育成する場に
出掛けてみませんか。
【日時】日時・内容は下記のとおり
【会場】市産業文化センターＢ棟（図書館棟）
2階研修室
【対象】18歳以上の市内在住・在勤・在学者
【定員】30名
【参加費】無料
【申込締切】11/26（月）必着
【申込方法】電話かハガキまたはFAXで、①「人が
人として尊ばれる社会を」希望 ②名前（ふりが
な） ③郵便番号・住所 ④年齢 ⑤電話番号 ⑥参
加講座日を必ず明記の上、お申し込みください。
【問い合わせ】
市教育委員会 生涯学習課 社会教育青少年担当
入間市豊岡1-16-1（〒358-8511）
TEL：2964-1111 FAX：2964-4841

■はっぴいにゅういやーコンサート 2013
このコンサートは、障がいのある人ない人、小
さな子どもたち、その誰もが自分たちのペースで
気軽にナマの音楽に接することができる、また聴
く人も出演者と共に楽しめることを目指していま
す。※入場は無料です。どなたでも入場できます。
【日時】1/19（土） 開演13:00（開場12:30）
【会場】市産業文化センター
【内容】和太鼓、リコーダー、野田中吹奏楽、
フォークソング、バンド演奏など。
【問い合わせ】はっぴいコンサート実行委員会
（狭山特別支援学校：田代）TEL：04-2953-1612

日

平成 24 年度

助成金情報

テーマ・講師

障害者の人権
「しょうがいを受け容れて」

第
1
回

11 月 30 日（金）

第
2
回

12 月 5 日（水）

同和問題
「同和問題の解決をめざして」

10:00～11:30

講師：埼玉県県民生活部人権推進課
小杉 康博 氏

第
3
回

12 月 18 日（火） 「ネット社会と子どもの人権」
講師：埼玉県ネットアドバイザー
10:00～11:30
原口 剛 氏

第 25 回 入間市障害者週間記念事業
すべての人が快適に生活できる社会を実現するた
め、障がいのこと、障がいのある人のことについて
考えてみませんか。今年も障がい者団体や福祉施設
の活動紹介展示を実施します。ぜひお越しください。
【日時】12/3（月）～7（金）9:00~16:00
（3日は 13:00~16:00、7日は 9:00~15:00）
【会場】市役所1階 市民ギャラリー
【問い合わせ】市障害福祉課 TEL：2964-1111

時

10:00～11:30

講師：陶芸家 榮 一男 氏

子どもの人権

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。

■2013 年度 さいたまコープ市民活動助成金
【締切】12/10（月）必着 【申込方法】郵送のみ
【申込・問い合わせ】さいたまコープ
参加とﾈｯﾄﾜｰｸ推進室 「市民活動助成金」係
TEL：048-839-2711（9:00～ 17:00 日祝休み）
Eメール：jyoseikin@coopnet.or.jp

■第 14 回 社会貢献基金助成
【締切】2/28（木）必着 【申込方法】郵送のみ
【申込・問い合わせ】
社団法人全日本冠婚葬祭互助協会
社会貢献基金 運営事務局
TEL：03-3596-0061（メールでのお問い合わせ不可）

■2013年度 セブンイレブン記念財団公募助成
【締切】1/31（木）当日消印有効
【申込方法】郵送のみ
【申込・問い合わせ】
一般財団法人セブン‐イレブン記念財団
TEL：03-6238-3872
（9:30～17:00 ※土日を除く）
Eメール：oubo.13b@7midori.org

■赤い羽根「災害ボランティア・NPO活動
サポート募金」 助成事業＜第10次＞
【締切】1/10（木）必着
【申込方法】HPから（※場合によって郵送でも受付可）
【申込・問い合わせ】
①社会福祉法人 中央共同募金会企画広報部
TEL：03-3581-3846（平日:10:00～12:00 13:00～17:30）
②最寄りの都道府県共同募金会

入間市社会福祉協議会では、東日本大震災により被災された方々を支援するための義援金の受付をしております。
この義援金は共同募金会を通して分配されます。11/26 現在で 10,678,040 円 のご協力をいただいています。

－3－

たすけあい

語来里のバザーが今年も開催されました! !
１０月２１日の日
曜日、今年もたすけ
あい語来里さんによ
るバザーが図書館西
武分館前の八坂神社
境内で行われ、当日
は快晴の下、たくさ
バザーの品も
んのかたが足をはこ
たくさん集まりました!!
んでくれました！た
すけあい語来里のみなさん、お疲れさまでし
た！★売上は昼食宅配などに使用されます。

かたが来てくださり、
福祉映画会を 11/7大盛況で終了しました！
に開催しました！！
売上はに使用されます。たすけあい語来里のみ
７回目を迎えた今年の福祉映画会では、映
なさん、お疲れさまでした！
画「奇跡」をみなさんに楽しんでいただきま
した。主演はお笑いコンビまえだまえだ。大
人顔負けの演技と楽しいかけあいに、会場は
笑いと涙につつまれました。今年も参加して
くれました狭山特別学
校の生徒さんと共学支
援サポーターさんの様
子は、次号にて詳しく
お届けします！

生涯学習フェスティバルに参加します
いるま生涯学習フェスティバルが
「探そう 活かそう 学びの輪」を
テーマに 12/2 に開催されます。入間市社会
福祉協議会では、産業文化センターでおこな
われる『まちサポテーブル』
（10:30～）に参
加します。また、まちづくりワークショップ
『認知症サポーター養成講座』のおとなりで
高齢者疑似体験を実施します。ぜひお越しく
ださい。

使用済み切手の整理の会に
参加しませんか？

✿✿

どなたでも参加できます。
直接お越しください。
【日時】毎月第 2・4 木曜日
13:00～15:00
※開催日が祝日の場合と
12 月の第 4 はお休みです。

１２月２７日は
お休みします

【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
ボランティアセンターでは、使用済み切手、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）を集めています。回収 BOX をボラ
ンティアセンター、健康福祉センターに設置して
いますので、引き続き、ご協力をお願いいたしま
す！
★入間市理容組合加盟店も回収に協力しています。
お気軽に店舗までお持ち下さい。
★メータースタンプは、回収を終了しました。
今までご協力ありがとうございました！

お知らせ
年末年始お休みします
１２月２９日（土）～１月３日（木）
入間市社会福祉協議会
入間市ボランティアセンター

次号１・２月合併号の発行予定は１月２８
日（月）です。掲載希望の原稿は１月１０日
（木）までにお願いします。
「みんなの手」も多くのかたのご協力の
おかげで、一年を無事に終えることがで
きました。本当にありがとうございまし
た！！
（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 ●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・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）
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