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ボランティアの
輪を広げたい！

活動内容
ピアノ演奏
はじめまして。クラシック
ピアノのミニコンサート
を開いています。
ショパン、ベートーベン、
リストの曲が得意です。
大学生なので、休日や長期
休暇に活動しています。
美しい調べと楽しいひと
ときはいかがでしょうか。

お問合せは、ボランティアセンターへ
● 演芸ボランティアは、市内の施設や団体からの出演依頼を受け付けています。
みなさん一緒に、楽しいふれあいの時間を過ごしましょう。
（現在、９グループ・個人７名の方が登録しています。）
● 演芸ボランティア（グループ・個人）を募集しています。趣味・特技を活かして
地域デビューしませんか？

ボランティアセンターからのお願い
入間市社協・ボランティアセンターでは、使用済み切手と使用済みプリぺイドカードを
回収しています！自宅や職場で集めて、ぜひお持ちください。ご協力お願いします。

「市民のための入間市介護・福祉マップ事業」活動報告
NPO 法人いきいきらいふ・ネット

代表理事 橋本 透

当 NPO 法人は独立行政法人福祉医療機構より「平成 21 年度高齢者・福祉基金」助成金 200 万円
を受託し、
「市民のための入間市・介護福祉マップづくり」実行委員会が 50 名を超える市民の皆さん
のご参加をいただき 5 月よりスタートしました。この事業の目的は入間市との協働により高齢者や障
害のある方々が住みなれた地域で安心して暮らせるように生活情報と地図をマッチングさせ、市民に
利用しやすい情報誌を作成し無償で配布することにあります。
既に第 3 回実行委員会が終了し、
「さいたま市浦
和区北部介護・福祉マップ」を作成した領家介護を
考える会の野辺由郎さん、
「さいたま市見沼区介護・
福祉マップ」を作成した NPO 法人くらしとお金の
学校の長沼和子さんをお招きして貴重な体験談をお
聞きすることができ経験交流を図ることができまし
２
た。
２
第 3 回実行委員会では「マップづくりに向けての
実践ワークショップ」をＮＰＯ法人さいたまＮＰＯ
センターの東さんにご協力いただき 5 グループに分
かれてマップ掲載アンケート項目の整理に向けて活
発な意見交換が行われました。多くの皆さんのご協
力をいただき来年 3 月末の情報誌の完成を目指して
ワークショップの様子
います。

イタリアの福祉団体アトラからの滞在レポート
☆上野恵利☆

Ｖｏｌ．１０

イタリア、ミラノ
７月半ば現在、イタリアは、学校は夏休みに入り、世
間ではバカンスシーズンの真最中です。今回も、イタリ
アで感じた文化の違いについてお伝えします。
こちらで生活して、イタリア(ヨーロッパは)日本と比
べて個人主義だと感じることがあります。
仕事に関しても、仕事に対する姿勢が人によって大き
く違います。日本でも同じですが、日本よりも人の目を
気にしないイタリア人は、そのような個人の差が突き抜
けている感じがします。
仕事に対してのモチベーションが低い人が、福祉の現
場にいるときは、仕事の内容が命に関わることもあるた
め、恐怖や怒りを感じることもあります。
逆に仕事を一生懸命する人から大きな感動をもらうこ
ともあります。現在アトラでは小学生対象のサマースク
ールのようなものが行なわれていますが、先日小学生の1
人からスタッフの女の子（２０代半ば位）に「アトラに
は普段どんな人たちが来るの？」と質問が出たとき、
「人
とのコミニケーションが難しかったり、言葉で気持ちを
表現することが難しくて、普通するのとは違う表現の仕
方をする人たちが来るんだよ」と自分の言葉で説明して
いました。彼女に「今の説明がすばらしかったけど、あ
なたは小学校の先生なの？」と聞くと「そういう職業じ
ゃないけど、習慣。日頃から持っている価値観だよ。」

と答えました。
職業や立場ではなく習慣からくるもの。たしかにイタ
リアにいると、たとえばレストランに入っても店員の態
度の良し悪しが立場を超えて店員その人次第ということ
を日本より強く感じます。しかしそれが自然に沿ってい
て人間らしいとも感じます。日本はレストランやガソリ
ンスタンド等に入ると店員と客という立場がはっきりし
ていて、それが時に過剰で、不自然だと思うことがあり
ます。
「ヨーロッパの個人主義」というとその中には、いろ
いろな意味や解釈があると思いますが、その中のひとつ
には職種からではなく、自分の持っている価値観から行
動することがあるのだと感じます。
イタリアと日本、
ものの考え方、価値
観、社会の雰囲気も
異なりますが、
これからもこちらで
感じた両国の違いを
お伝えしていきたい
と思います。
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現在アトラで行われている
サマースクールにて

朗読ボランティア養成講習会
【日時】9 月 9 日（水）
・9 月 16 日（水）
9 月 24 日（木）
・9 月 30 日（水）
10 月 7 日～11 月 18 日の毎週水曜日
（11 月１１日を除く）
１３：３0～１5：3０（全 10 回）
【会場】市民活動センター
【対象】市内在住、在勤、在学の 18 歳以上で、次
の全てに該当する方
・ 朗読ボランティア初心者
・ 講習会の全日程に出席できる方
・ 講習会終了後、朗読ボランティア活動
に参加できる方
【定員】先着 20 人
【参加費】300 円（保険料、資料代等）
【申し込み】８月 5 日（水）～21 日（金）
電話、ファックスまたは E メールにより
社会福祉協議会ボランティアセンター
TEL：04-2964-0486
FAX：04-2963-1072
E メール：iruma_vc@atlas.plala.or.jp

ボランティア養成講習会（スポーツ）
障害者スポーツ・レクリエーション に興味のある方
自分にできるかな？と思っている皆さん、一緒に
学んでボランティア活動をしてみませんか♪
みるスポーツ・やるスポーツ、そしてスポーツ
ボランティアは「ささえるスポーツ」です。
【日時】8 月 8 日（土） 9：３0～１6：3０
【場所】埼玉県障害者交流センター
【対象】障害者スポーツやボランティア活動に意欲
があり、交流センター内や地域での活動を
希望し、スポーツボランティアをしていた
だける方
【内容】午前 障害・ボランティアについて(講義）
【内容】午後 各種スポーツ・レクリエーションの
体験（実技）
【定員】30 名 応募者多数の場合抽選
【参加費】300 円（保険料、資料代等）
【申し込み・問い合わせ】
7 月 11 日（土）～8 月 1 日（土）
埼玉県障害者交流センター
スポーツ指導担当 中村・中嶋
TEL：048-834-2248
FAX：048-834-3333
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2009 視覚障害教育相談・アイチャレンジ
★県内に暮らす、視覚に障害のある幼児・児童・生
徒及び保護者に対しての育児・教育相談（あんま・
マッサージ・指圧師、はり師・きゅう師養成課程を
含む）や情報提供などを行います。
★広く一般の方に視覚障害についての理解をしてい
ただく機会とします。
【内容・時間】
プログラムＡ 視覚障害体験・ガイドヘルプの初歩
1０：00～1１：00
プログラムＢ 視覚障害者の生活や学習、見え方
の理解と見やすくする工夫。就学
や進路に関わる事柄等について相
談・情報提供。
1１：00～1２：00 13：30～15：30
プログラムＣ 視覚補助具、教材・教具等展示
10：00～15：30
※プログラム A・B は事前予約が必要
プログラム C はどなたでもご自由にご覧いた
だけます
【開催日・会場・申し込み締め切り日】
8 月 22 日（土）越谷市 越谷市教育センター
（8 月 10 日締め切り）
8 月 29 日（土）熊谷市 さくらめいと（熊谷文化
創造館）
（8 月 17 日締め切り）
9 月 12 日（土）久喜市 ふれあいセンター久喜
（9 月 4 日締め切り）
【申し込み・問い合わせ】
埼玉県立特別支援学校塙保己一学園（埼玉県立盲学校）
TEL：049-231-2121
FAX：049-239-1015

元気なシニアのための生活応援講座
～シニアのみなさんの老後はこれで安心！～
介護保険、高齢者医療制度、年金、相続と遺言、
資産運用、賢い確定申告、地域福祉…など
シニア世代が気になる話題を、ファイナンシャル
プランナーの橋本さんがわかりやすく解説します。
ラジオを聞いて、
「老後の丌安」を解消しましょう!
【放送】77.7MHz FM チャッピー
毎週木曜日 10：40 ごろ放送中！
●アドバイザー NPO いきいきらいふ・ネット
代表 橋本 透
●聞き手 FM チャッピー 篠田敬子
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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
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。
7 月２1 日現在で、個人ボランティア２５名、
１７団体の登録になりました。

ボランティア活動保険の加入手続きは
お早めに！
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
敀）
・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（賠償事敀）などの事敀を広く
補償するものです。
平成２１年度の保険料（掛金）は下記のとお
りです。
基本タイプ

A プラン ２６０円
B プラン ４２０円
C プラン ５９０円
天災タイプ 天災 A プラン ４６０円
天災 B プラン ７７０円
天災 C プラン １，１３０円
（天災タイプ＝基本タイプ＋地震・噴火・津波）

☆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のプリペイドカ
ード４，６５０枚を財団法人ジョイセフに送りま
した。国際協力に使われます。
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。

補償期間は 4 月 1 日～平成 2２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）

○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

○博物館アリット

○リサイクルプラザ

○文化創造アトリエ

○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

○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

アミーゴ
〇勤労者福祉サービスセンター

☆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・・（豊岡）
☆小林病院・・（宮寺）

☆ふらいぱんや・・（野田）

☆理容ナガサワ、ヨークマート武蔵藤沢店・・（下藤沢）
“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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