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5 月号
平成 31 年 4 月 22 日

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】vc@iruma-shakyo.or.jp【担当】渡部・三森

「一人で食べるより、みんなで食べる方がおいしいね！」そんな思いをカ
タチにした「こども食堂」は現在、全国で約 2286 ヶ所（平成 31 年 3 月現
在）
、入間市では現在 7 ヶ所（平成 31 年 4 月現在）で開催されています。

こどもから大人まで様々な人々が『食』を通じて集まり、地域の人々の「つながりの場」、
「居
場所」を提供しています。幅広い世帯の交流の場になっています。
子どもも大人も楽しめるおもちゃで盛り上がったり、一緒にお米を研いで作ってみたり、勉強
を教えてもらったり場所により特色があり面白いですよ！
ぜひぜひお近くのこども食堂に足を運んでみてください！

■あいくる・みんなの広場
場所：子育て家庭支援センターあいくる
日時：5/7, 6/4, 7/2, 8/6 16時～19時
※毎月第１火曜
連絡先：04-2966-2848（あいくる）
大人200円・こども無料（軽食・遊び・宿題）
■東町にこにこ広場
場所：東町公民館（東町3-1-35）
日時：4/28 (日),６/23(日),８/21(水)
10時～15時
連絡先：090-2554-3490（東町にこにこ広場）
大人300円・こどもは100円かお手伝い
（昼食・工作・勉強他）

■むささび食堂【体験型こども食堂】
場所：青少年活動センター
日時：６/９(日)、８/１７(日) 1０時～1６時
連絡先：04-2962-1005（青少年活動センター）
大人300円、こども100円かお手伝い
乳幼児から高齢者まで料理、遊び、工作(プラバン、
段ボールハウス)、学習、たき火なども楽しめます！

■HAPPYコミュニティ食堂
場所：未定
日時：5/23,6/20 ※毎月中旬木曜日
連絡先：Happy Energyクラブ
📨：info@happy-energy.jp
無料。食事＋外部講師による運動教室、音楽教室を
開催します。今後は「習字」も追加。
■宮寺・二本木いただきま～すの会
場所：二本木公民館
日時：５/２６(日)、７月
連絡先：090-1810-1892（武藤）
全ての世代対象。
■ゴリラの勉強会
場所：扇町屋公民館
日時：5/12(日), 6/30(日), 8/2４(土) ９時～1７時
食事＋中高生の自主室。夏冬休みは小学生宿題会。
コザルの勉強会
日時：8/4(日)
10時～15時
食事＋小学生の自習室。教えてくれるのはお兄さ
ん・お姉さん♪
※予定等が変更になることもあるため、ＨＰ等で確
認してください

最新の子ども食堂の情報はみんなの手や入間市社協ＨＰにてご紹介しています！
こども食堂ネットワークいるま事務局（入間市社会福祉協議会内）
入間市社会福祉協議会（担当：横田・八巻・三森）
電話：０４－２９６３－１０１４
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イタリア滞在レポート♡上野恵利♡
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私は先月の半ばから約２週間、１人で一時帰国
していました。

多い日は１０人位の参加者がいるということです
が、その日は私１人でした。

帰国の一番の目的は長崎県立美術館に知り合い
の彫刻家の青木野枝さんの個展を観に行くことで
した。

浦上天主堂へ行く間に、係りの方に「一人旅で
すか？どちらから？」と聞かれ、イタリアから来
て熱心なクリスチャンの夫がいるが、車椅子で長
旅がきついため来たいけど来られなかった、など
話ながら天主堂に向かいました。

展覧会はすばらしいものでしたが、他にも長崎
で興味深いことがあったので、今回そのことにつ
いて書きたいと思います。
熱心なクリスチャンのシモーネは、長崎とキリ
スト教の関係や原爆に興味を持ち、今回一緒に行
くことを希望していましたが、去年患った胆のう
炎以降、まだ１２時間飛行機に乗る自信がないと
いう理由で断念し、残念でしたが私一人で行くこ
とにしました。
長崎では浦上天主堂の前にあるカトリックセン
ターというユースホステルに泊まりました。
浦上天主堂にはシモーネが一番見たいと言って
いた「被爆マリア」があります。
被爆マリアとは、元はイタリアから送られてき
た美しい木造のマリア像で、青い衣をまとい、目
は綺麗なガラス玉だったということでしたが、原
爆でほぼ爆心地に位置した浦上天主堂が壊滅した
ときに、このマリア像も焼失したと思われていた
ところ、のちに頭部だけ奇跡的に発見され、その
後「奇跡の被爆マリア」として浦上天主堂に祀ら
れています。
被爆マリアは、戦争の恐ろしさと平和の大切さ
を訴えるためにバチカン、スペイン、チェルノブ
イリでも展示されたということです。
滞在１日目に知り合いの方に浦上天主堂を案内
して頂き、展示されている被爆マリアを見ました
が、そのときに「でもこれ、レプリカなんですよ。」
と知らされ、意表を突かれました。係りの人に「こ
の人、遠くイタリアから来ているから本物を見せ
てくれないかしら。
」と親切に頼んでくれましたが
「それは自分では決められない。
」という理由でそ
のときは断られました。
次の日の朝、宿泊したカトリックセンターで「浦
上天主堂の早朝ミサ参加体験」に参加しました。

ミサが終わった後に、係りの方が被爆マリアの
レプリカの前に案内してくれました。そこで私が
「本物を見せて頂けませんか。」と訪ねると、一瞬
固まり「うーん…」としばらく考えてから、頷い
て、無言で私を手招きし、教会の奥にある小さな
礼拝堂へ案内してくれました。礼拝堂の鍵を開け、
電気を点け、中へ入れて頂くと、奥に大きな祭壇
があり、祭壇の中心に被爆マリアが祀られていま
した。それはたしかにレプリカと同じサイズの、
同じ形の像でしたが、レプリカと違い、見た瞬間、
私の体の左半分にすーっと鳥肌が立ちました。大
きく真っ黒にぼっこりと開いた二つの目玉の穴
や、煤や焦げなど、とにかくその小さな頭部から
出ているすべての雰囲気が、人類史上最悪の無差
別大虐殺の悲惨さを一瞬で物語っているように感
じられました。
係りの方が「ご主人に写真を送ってあげたら？」
と大変ご親切に被爆マリアの前で写真を撮ってく
れました。丁寧にお礼を言い、天主堂を後にして
カトリックセンターに戻ると珍しくすぐにシモー
ネから携帯に「今日本は朝６時位じゃない？どう
してこんな時間に起きてるの？」というメッセー
ジが入り、
「ミサに参加して被爆マリアを見せても
らったんだよ」と写真を添付すると「こ、これは！
僕が見たかった…！今日、教会でずっとマリア様
に祈っていたからきっと想いが通じたんだ…。
」と
感動していました。
被爆マリアを見せてもらうまでに重なったいく
つかの偶然が（レプリカだと知らされたこと、ミ
サ体験参加者がその日私１人だったこと、はじめ
に係りの人にシモーネのことを手短にでも話せた
ことなど）実は偶然ではなく、必然的につながっ
ていたように感じられ、とても感慨深かったです。
上野さんのブログ→http://erierie1012.jugem.jp/

■ボランティアセンターより■
再確認おねがいします！
ボランティアセンターのメールアドレスが４/１(月)より下記アドレスに変更になりました。

新メールアドレス

：

vc@iruma-shakyo.or.jp
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みんなの笑顔でつながる世界
いるま子育てフェスティバル 2019

アフリカへ毛布をおくる運動
不要な毛布回収日のお知らせ

子どもにも大人にも大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！
＜入場無料＞
★はたらく車がたくさんきます！
★ロビーパフォーマンス・
外ステージもあります！
★鈴木 翼のみんなで遊ぼうコンサート♪
チケット必要：大人500円：１才～中学生100円
他
※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】5/26（日）10:00～15:00 ※雨天決行
【会場】西武公民館、西武小学校、
公民館前グラウンド
【問い合わせ】西武公民館
TEL：04-2932-0033

アフリカへ毛布をおくる運動では、アフリカを
はじめとする国々の方へ毛布をおくるために、不
要な毛布の回収を行っています。
（お願い）
・破れたり穴があいた毛布、綿毛布、シングルサ
イズ以下の毛布はご遠慮ください。
・使用した毛布は、必ずクリーニングか洗濯をお
願いします。
・毛布以外の物（古着、ふとん、夏がけ、タオル
ケット、シーツ等）はお断りしています。
【回収日時】
◆東町公民館 4/25（木）9:00～12:00
◆黒須茶祭り会場 5/3（金・祝）9:00～16:00
◆藤の台公民館 5/7（火）13:00～16:00
◆久保稲荷公民館 5/9（水）9:00～12:00
◆市民活動センター 5/13 (月) 10:00~15:00
【問い合わせ】TEL:04-2966-1578(反町)

食べて、遊んで、笑って！
一緒におまつりを楽しもう！

ゆっくり＆じっくり、福祉の困りごとをうかがいます

のお知らせ
【日時】 ５/２０（月）

13:00～16:00
【会場】はなみずきテラス（豊岡 2-3-49）
※サイオス裏の坂を下った途中、左側

＜相談無料・予約不要・秘密は厳守します＞
【問い合わせ】入間市社会福祉協議会
福祉困りごと何でも相談支援センター
TEL：04-2964-2788（相談専用）

手話コーナー連載中！

今月の手話

蕾のようにすぼめた
片手を前に動かしな
がら、手のひらを花開
くようにふわっと開
く。
＜イラスト・監修＞ 意思疎通支援者派遣事務所

平成 31 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。

■木下財団助成金
障がい者支援団体への助成
【対象団体】障がい者支援を行う非営利の民間団
体
【募集締切】5月1日～6月7日（必着）
【問い合わせ】社会福祉法人木下財団 事務局 〒
104-0042 東京都中央区入船3-2-7 第二
明治ビル６F TEL：03-6222-8927 FAX：
03-6222-8937
■大同生命厚生事業団 助成
高齢者福祉、障がい者福祉、こども（高校生まで）
の健全な心を育てる交流に関するボランティア
活動への助成
【対象団体】シニアもしくはビジネスパーソンが
80%以上のグループ
【募集締切】5/25（土）（当日消印有効）までに
大同生命厚生事業団事務局まで
【問い合わせ】公益財団法人 大同生命厚生事業
団 事務局 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目2
番1号 TEL：06-6447-7101 FAX：06-6447-7102
■太陽生命厚生財団 社会福祉助成事業
在宅高齢者または在宅障がい者等のために福祉
活動や文化活動を行うための助成
【対象団体】地域福祉活動を目的とするボランテ
ィアグループ及びNPO
【募集締切】6月末日 郵送による必着
【問い合わせ】公益財団法人 太陽生命厚生財団
事務局 〒143-0016 東京都大田区大森北1-17-4
太陽生命大森ビル
TEL・FAX：03-6674-1217

〈ボランティアセンターより報告〉市民の皆さんより届けられ、使用済み切手の整理の会のボランティアさんによって整理された使
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用済み切手（13kg）を深谷市・養護盲老人ホームひとみ園に寄付しました。ご協力ありがとうございました！

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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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】6/2０（木）
、7/18（木）
、9/19（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

ボ 男性が集う交流会を開催中！
○

◯外国人と日本人との体験型：国際交流◯

社 ゆっくり＆じっくり縁側相談
○

ボ 使用済み切手の整理の会
○

201９いるま子育てフェスティバル
みんなの手（6 月号）発行

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

一緒に食事をつくり、食べながら、おしゃべりし
てみませんか♪
■日付：６/１４(金)：お好み焼きと抹茶ゼリー
９/２５(水)：おはぎ＆お赤飯
１１/６(水)：西洋館＆お茶会
■時間：１０時～１３時半
■場所：入間市健康福祉センター調理実習室
■定員：３０名まで（どなたでも！）
■参加費：２００円（保険料を含む）
■持ち物：エプロン・三角巾（バンダナ等）
■申し込み・お問い合わせ：地域福祉推進課
TEL：04-2963-1014

Ａプラン…３５０円
Ｂプラン…５１０円
天災Ａプラン…５００円 天災Ｂプラン…７１０円
※天災タイプ…基本タイプ＋地震・噴火・津波

～詳しくはお近くの社会福祉協議会にて～

「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 31 年 4 月 22 日発行）
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