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12 月号
平成 30 年 11 月 26 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】https://iruma-shakyo.or.jp
【E メール】iruma_vc@atlas.plala.or.jp【担当】渡部

第１部【基調講演】
「今、助け合いのとき 私達に出来ること」
堀田 力（ほった つとむ）氏
現、公益財団法人さわやか福祉財団会長・弁護士。にっぽん子育て応援
団団長。
社会保障審議会委員、中央社会福祉審議会委員、高齢者介護研究会座長、
東京都社会福祉協議会会長、東京の地域ケアを推進する会議委員長ほか
を歴任。新地域支援構想会議の呼びかけ団体として、国や市町村へ提言
するなど全国各地で強力に絆のある地域づくりを推進中。

第２部【パネルディスカッション】
参加ご希望の方はお
電話にてお申し込み
ください！

＜パネリスト＞
持永 誠 氏
（西武狭山グリーンヒルおたすけ隊）
小野 比志男 氏 （「ブルースカイ」住民主体通所型サービス）
齋藤 勝久 氏 （元気が出るふじさわ未来ネット）

日時 平成３１年 1 月 26 日（土）＜入場無料・定員 400 名＞
13：30 ～ 16：10（開場 13：00）
場所 産業文化センター ホール（入間市向陽台 1-1-7）
■当日参加も歓迎します。
■手話通訳・要約筆記あり ※ヒアリングループをご希望の方は事前にお申し込みください。
※公共交通機関に支障をきたすような天候の場合は中止となります。当日、不明な場合は下記ま
でお問い合わせください。
※駐車場は産業文化センター、市役所の駐車場をご利用ください。尚、駐車場台数に限りがござ
いますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
【共催】入間市、入間市社会福祉協議会
【協賛】
（公財）さわやか福祉財団、入間市生活支援体制整備事業第 1 層協議体、地域包括支援センター
【申し込み・問い合わせ】
入間市社会福祉協議会
入間市健康推進部介護保険課

電話：04-2963-1014 FAX：04-2963-1072
電話：04-2964-1111（内線 1342）

車いすを短期利用したい方へ
市内2ヶ所の

ふくし💛ステーション（市内の商店や支え合
い団体等による協力店）では、近隣にお住ま
いの方を対象に、車いすを無料で貸し出して
います。病院に行く時など、短期間でご利用
の際にお気軽にご活用ください！

＜車いすの貸し出しについて＞
●利用条件：利用内容は問いませんが、移動または
自宅内での利用のみとします。
※旅行での利用も可。
（国内のみ）
※福祉施設および病院内等での利用は除きます。
（通院、福祉施設から自宅等への外出は利用可）
●利用対象者：入間市在住の方。協力店が設置され
ている地区在住者を主な対象とします。（支え合
い団体による貸し出しは対象者が異なる場合が
あります。詳しくはＨＰにてご確認ください）
※初回の利用に関しては、身分を証明するものに
て住所等の確認をさせていただきます。
※対象者は市民（個人）のみとなり、事業所・施
設・病院等への貸し出しはおこなっておりませ
ん。ご了承ください。
●貸出時間：協力店の開所時間内とします。※各協
力店へ直接ご確認ください。
●貸出期間：７日間（土日・祝日・年末年始を除く
７日間）
●利用料金：無料
●車いす：自走式タイプ

＜豊岡地区＞
ヘアーハウス いのうえ
入間市豊岡 1-5-30 電話：04-2962-4582
営業時間：9:00～19:00
定休日：月曜日、火曜日
＜藤沢地区＞
ささえーるプルミエール
電話：090-1105-7272、090-2531-3239
対象：ライフヒルズ武蔵藤沢プルミエール居住者
ふくし💛ステーションの協力店については、
入間市社協 HP で随時更新していますので、
そちらもご覧ください。
💛協力店も募集しています💛
市内の商店等で車いすを置いてくださるとこ
ろがございましたら、入間市社会福祉協議会ま
でご連絡ください。

イタリア滞在レポート♡上野恵利♡

【問い合わせ】入間市社会福祉協議会 地域福祉推進課
TEL：04-2963-1014 FAX：04-2963-1072

Vol.95

現在、私はひとりで１カ月間一時帰国しており、
明日イタリアに戻ります。
今回の帰国の一番の目的は父の一周忌に参加す
ることでした。
他にもいくつか目的がありましたが、そのうち
のひとつは父が入院していた病院の緩和ケア病棟
を訪ねることでした。
私は去年から刺繍を始めましたが、自分の作っ
た小さな刺繍を病棟に飾ってもらうことがこの１
年の私の小さな夢でした。
父が入院していた時、病棟のサロンが、私は好
きでした。理由は、置いてある家具がすべて木製
だったり、壁にパッチワークのキルトのブランケ
ットが飾ってあったり、飾ってあるクマのぬいぐ
るみがさりげなく季節ごとに服を変えていたりす
る、温かみのあるサロンだったからです。

そういうことは、食べ物や水のように、生きて
いくうえで必ず必要というものではないですが、
受け入れがたい困難を受け入れなくてはいけない
時に、気持ちの面でとても必要なものだと感じま
した。
病棟に伺った当日、刺繍を受け取って頂けてう
れしかったです。そして１年ぶりにお世話になっ
たチャプレン（牧師）の方や、父のケアをして下
さった看護師やヘルパーの方にお会いできて、お
話出来たこともとてもうれしかったです。
私の刺繍はまだまだ初心者で、満足できる理想
の出来栄えではないので、また次回グレードアッ
プしたものを持っていき、またスタッフの方と再
会することが出来たらいいなと思っています。
上野さんのブログ→http://erierie1012.jugem.jp/

入間市ボランティアセンターでは囲碁・将棋を探しています。ご自宅に不要となった囲碁・将棋がございましたら、入間市
ボランティアセンターまでお持ちください。ご協力、宜しくお願いします！
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家庭訪問型子育て支援ホームスタート
ホームビジター養成講座 受講者募集
ホームスタートとは6歳以下の未就学のお子さ
んが一人でもいる家庭に、週に1回2時間程度1家族
につき4回訪問し、「傾聴」（親の気持ちを受け止
めて話を聴くこと）と「協働」（親と一緒に家事
や育児、外出などをすること）をする、親の気持
ちにそっと寄り添う先輩ママのボランティア活動
です。そんなホームスタートの活動で、ご家庭に
訪問してくださるボランティア（ホームビジター）
の養成講座を開催します。
【日時】1/17（木）～3/8（金）10:00～16:00
＜全8回＞
【会場】市民活動センター
【対象】受講後にホームビジターと
して活動してくれる方、講座の全
日程に参加できる方、原則として
子育ての経験のある方
【参加費】無料
【定員】20人（応募多数の場合は抽選）
【申し込み】12/7（金）～1/9（水）の期間に、電
話、FAX、Eメールにて下記まで。
【申込・問い合わせ】
入間市社会福祉協議会 ホームスタートいるま
TEL：04-2937-3217 FAX：04-2963-1072
Eメール：homestart@iruma-shakyo.or.jp
講習会の募集をはじめ、最新情報をHPにて
紹介しているよ！是非チェックしてね！

みんなでささえあう
あったかい地域づくり

歳末たすけあい運動
1２月 1 日（土）～31 日（月）
ご協力をよろしくお願いいたします

ゆっくり＆じっくり、福祉の困りごとをうかがいます

障 害 のある人 も ない 人 も
はっぴぃすまいるコンサート２０１９
障がいのある人もない人も、ともに生の音楽に触
れ、楽しむコンサートです。＜参加費無料＞
【内容】和太鼓、リコーダー、バンド演奏など
【対象】どなたでも参加できます ＜申込不要＞
【日時】1/19（土）13:00～16:00（開場12:30）
【会場】狭山市市民会館（狭山市入間川2-33-1）
【問い合わせ】所沢特別支援学校（担当：田中）
TEL：04-2994-8733

フードバンクいるま
市役所内でのフードドライブのお知らせ
フードバンクいるまでは、ご家庭で眠っている
食品のご寄付のご協力をお願いしています。まだ
食べることのできる食品等がございましたら、下
記の日時に市役所 1階 市民ホールへお持ちくだ
さい。ご協力をお願いいたします！
※下記の日時以外にも、市内フードドライブ拠点
場所でも随時ご寄付を受け付けています。詳細
は下記までお問い合わせください。
【日時】1/16（水）11:00～14:00
※毎月第3水曜日に、市役所庁舎内での回収が
定期的に開催される予定です。
【場所】市役所 1階 市民ホール
【ご寄付いただきたい食料品】ご家庭でご不要
な、賞味期限が1ヶ月以上あるもので、常温保
存の未開封品の食料品（穀類、保存食品、イン
スタント・レトルト食品、乾物、調味料・食用油、
飲み物、お菓子類、粉ミルクなど）
※回収できないもの：アルコール、日本語で食料
表示のない食品、栄養剤・サプリメント

【問い合わせ】フードバンクいるま 事務局
TEL：080-6555-9804
Eメール：foodbankiruma＠gmail.com

平成 30 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。

のお知らせ
【日時】 １２/１０（月）

１２/２５（火）
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）

■「連合・愛のカンパ」助成
新たに始める、地域における「ふれあい・助け
合い活動」（高齢者・子ども・障がい児（者）を
含めた地域ぐるみの助け合い・支え合い活動等）
へ助成します。
【募集締切】12/25（火）締切／必着
所定の申請用紙に必要書類を添付し、必ず郵送
にて下記まで送付してください。
【申込・問い合わせ】（公財）さわやか福祉財団
〒105-0011 港区芝公園 2-6-8 日本女子会館 7
階 TEL：03-5470-7751（立ち上げ支援プロジェクト）

入間市社会福祉協議会では、移送サービス（住民参加型の有償福祉サービス）で運転ボランティアとして活動して下さる方を
募集しています。参加できる日時で活動できるボランティアです！ご興味のある方は入間市社協 HP をご覧ください！
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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！
日

曜日

1

土

社 ファミサポまつり
○

2

日

第 24 回いるま生涯学習フェスティバル

3

月

4

火

5

水

6

木

7

金

8

土

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】1/17（木）
、2/21（木）
13:00～15:00 ※12月はお休みします。
【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

9

日

10

月

社 ゆっくり＆じっくり縁側相談
○

11

火

社 ホッと安心まちかど困りごと相談（東町公民館）
○

12

水

13

木

14

金

15

土

16

日

💛あいくる・みんなの広場（会場:あいくる豊岡広場）

17

月

18

火

19

水

20

木

21

金

22

土

23

日

24

月

25

火

26

水

12/4（火）16:00～19:00
問い合わせ：NPO 法人子育て家庭支援センターあいくる
TEL：04-2966-2848
💛東町にこにこ広場（会場:東町公民館）
2/24（日）10:00～15:00
問い合わせ：東町にこにこ広場（山岡）
TEL：090-2554-3490
💛むささび食堂（会場:青少年活動センター）
1/20（日）11:00～16:00
問い合わせ：青少年活動センター
TEL：04-2962-1005

27

木

28

金

ボ 使用済み切手の整理の会
○

＜天皇誕生日＞
社 ゆっくり＆じっくり縁側相談
○

こども食堂の最新情報は
入間市社協 HP をご覧ください！

ｆｒ ｏ ｍ ボ ラ ン テ ィア セ ン タ ー

29

土

社 年末年始のためお休み（12/29～1/3）
○

30

日

〃

31

月

〃

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
○

★入間市社会福祉協議会･ボランティアセンターより
年末年始（12/29～1/3）はお休みします。
次号「みんなの手」の発行は 1/28（月）です。

11/24 に開催したバザー福の市にたくさんの方
にご来場いただき、また多くの方にご協力いただ
き、本当にありがとうございました！（渡部）
※「みんなの手」
「はじめてみようボランティア活動」
に掲載を希望する場合は毎月 10 日までにお願いし
ます。FAX やメールの場合、必ず連絡先を記入して
ください。※「みんなの手」1・2 月号は 1/10（木）
までにお願いします。

「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・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 12 月号（平成 30 年 11 月 26 日発行）
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