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今回で「みんなの手」に記事を書かせて頂いて
１００回目になります。
年月にして約１１年になり、こんなに長い間書
かせて頂いていることに、改めて入間市社協の皆
様、そして何より読んで頂いている皆様に心より
感謝申し上げます。
私が感じた日本とイタリアの文化の違いを中心
に話題を書くようにしていますが、これまで回に
よってはかなり個人的なことも（私の父のことに
ついてや、シモーネの宗教についてなど）書いて
おり、そのような内容でもお許し頂き、好きなこ
とを書かせて頂いていることを含めて、感謝申し
上げます。
今回は現在行っているシモーネの活動のひとつ
の「SOS スクール」について書きたいと思いま
す。
「SOS スクール」は、障がいによって学校の
授業についていけなかった若者を対象に行ってい
る授業です。現在参加者は近所に住む４名で、週
に２回夕方４時から１時間半、個人授業をしてい
ます。参加者のうち２名は、はじめは文字の読み
書きが出来ませんでしたが、今では出来るように
なりました。
イタリアには特別支援学校というものがありま
せん。どのような障がいがあっても、どの様な障
がいのレベルでも全員地元の学校に通い、皆と一
緒に授業を受けます。

社会の中にいるインクルージブ教育で得られるメ
リットは、本人のためにも社会のためにも大きい
という点がリスペクトされているように見えま
す。
ですが、今シモーネが行っている「SOS スクー
ル」は障がいにより授業についていけなかった人
のための活動です。数ヶ月の個人授業で読み書き
が出来るようになった人が、約１０年の義務教育
ではそれを学べなかったということは、シモーネ
曰く「放っておかれた」ということになります。
その原因のひとつは現在の国の予算不足という
ことです。９０年代は予算があり、障がいのある
子１人につき２人の先生とアシスタントが１人、
１日中付いていたということですが（シモーネは
この環境で勉強した）ここ１０年位は、地域によ
っても異なりますがモデナでは障がいのある子１
人につき１人の先生が約２時間から３時間付くの
みということです。
「SOS スクール」の活動のための寄付を募った
とき、早く目標額に到達出来ましたが、それはこ
の問題が周知されていることを物語っているよう
でした。
日本の特別支援学校の制度のメリットを考える
と、本人のレベルに合った授業の内容を、心身の
症状に合った環境で受けることが出来るというこ
とも、とても大きいと思います。

ご存知の方も多いと思いますが、日本ではこの
制度をインクルージブ教育と呼ばれています。
実際に日本の知人の声を聞いた訳ではないです
が、ネットで見るとこのイタリアのインクルージ
ブ教育には日本にはない学ぶべきものがある教育
制度として一目置かれているような印象を受けま
す。
それは日本では、ひとつの例として、障がいの
ある子は特別支援学校に行き、学校の後には授産
施設に行くというスタイルがあります。子供から
大人になるまで、いつも一般の社会とは距離があ
るという視点から見ると、この子供の頃から常に

いつも素敵な文章を寄稿して下さる上野恵利さん
と夫のシモーネさん
上野さんのブログ→http://erierie1012.jugem.jp/

。
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今年もはじめてみよう夏ボランティア体験がはじまります！福祉施設でのボ
ランティアから、イベントでのボランティアまで、様々なメニューをご用意し
ています。はじめての参加の方、一人での参加の方も大歓迎！たくさんのご参
加、お待ちしています！
【参加条件】小学校４年生以上で、ボランティア活動に興味があってチャレンジして
みたい方。 ※事前説明会とオリエンテーションに参加できること。
【参加費】無料 ※体験に必要な交通費や食費等は参加者負担となります。
【参加方法】
①詳しい体験メニューを入手する！
すべてのメニュー・参加申込書を掲載したパンフレットを入間市社協ＨＰ、また社協窓
口にて配布しています。
（市内小中学校・高校にもお届けします）
②参加したいメニューを決めて、申込書を記入する！
③事前説明会の予約を入れ、事前説明会に参加する！

電話での予約受付は
平日：8:30～17:15

希望する事前説明会の日時を決め、ボランティアセンターへ
電話・ＦＡＸ・Ｅメールにて必ず予約を入れてください。
※事前説明会の日程はパンフレットまたはＨＰにてご確認ください。
今年は事前説明会を５回開催予定。募集定員があるメニューは早めに募集が終了になる
場合もありますので、お早めにご参加ください。

事前説明会には必ず
参加申込書をお持ち
ください♪

＜事前説明会の日程＞
●６／２８（金）
、７／２（火） １８：００～
●７／５（金） １８：３０～
●７／６（土） １０：３０～
会場：市民活動センター 活動室１
定員：各回５０人

事前説明会は後半にお
申し込みが集中します
ので、お早目のご参加を
おすすめします！

⑤実施団体が行うオリエンテーションに参加する！
合同オリエンテーション：７月１５日（月・祝）１０：３０～
会場：市民活動センター 活動室１
※オリエンテーションの方法はメニューにより異なります。

夏ボランティア体験がついにスタートです！！
夏ボランティア体験に関するお問い合わせは、ボランティアセンターまで！
ご興味のある方は 6 月中旬より入間市社協 HP、Facebook にも詳細情報を掲載しますのでぜひご覧ください！

入間市扇台福祉作業所

遊びに来てね♪

【日時】 ６/１５（土）

10:00～13:00 (受付:12:30 まで)
【会場】入間市扇台福祉作業所（扇台 2-7-26）
※駐車場は市民活動ｾﾝﾀｰ(豊岡 4-2-2)
入間市扇台福祉作業所は心身に障がいのある人たちの日
中活動の場です。日頃の活動の様子を知って頂く機会と
して作業見学や体験、自主製品の販売などを行います。
☆焼きそば・から揚げ・赤飯・バザー、手作り製品（ク
ッキー・さをり・刺し子）の販売、喫茶ｺｰﾅｰ等

【問い合わせ】入間市扇台福祉作業所

TEL:04-2962-5308 FAX:04-2962-5458

行ってみよう♪

あそびのびっくり箱

【日時】 ６/22（土）

どなたでも♪

10:00～15:00
【会場】市民活動センター１F、３F(豊岡 4-2-2)
☆おもちゃ病院（受付：12:00 まで）
☆シールラリー、新聞びりびりと新聞プール、
楽しい工作、手作りゲーム、段ボール汽車ポッ
ポ、休憩コーナー、ベビーのお部屋、おいしい
ものコーナーなど。
【問い合わせ】いるまﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ

TEL:04-2964-2666 FAX:04-2963-1072
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知りたい！聞きたい！はじめたい！
ボランティア入門講座
ボランティア活動をしたい、ボランティアにつ
いて知りたい、そんな方へボランティアの活動紹
介、個別相談をおこないます。
【日時】6/29（土） 10:00～11:30
【会場】市民活動センター 活動室1
【対象】市内在住・在勤・在学で、ボランティア
活動に興味・関心がある方
【定員】先着20人
【参加費】無料
【申し込み】6/27（木）までに、Eメールまたは電
話によりボランティアセンターまで。
【申込・問い合わせ】ボランティアセンター
TEL：04-2964-0486 FAX：04-2963-1072
ボランティア入門講座では車いす体
験もおこないます！たくさんのお申
し込み、お待ちしています！

聞こえない人と一緒に学ぶ

「はじめての手話講座」
聴覚障がい者とのコミュニケーション手段とな
る「手話」を学ぶと共に、聴覚障がい者の現状や
暮らしについて知ることで、聴覚障がいへの理解
を深めます。
日時・場所
1

７月３日（水）
10:00～12:00

７月 10 日（水） ミニ講演：聴覚障がい者のくらし
10:00～12:00 学習：数字を覚えよう

３

７月 17 日（水） ミニ講演：ろう学校のこと
10:00～12:00 学習：趣味について話そう

４

７月 31 日（水） ミニ講演：ろう団体・手話サークル
10:00～12:00 学習：会話をしてみよう
８月７日（水）
10:00～12:00

のお知らせ

ミニ講演：聴覚障がいを知ろう
学習：自己紹介をしよう

2

５

ゆっくり＆じっくり、福祉の困りごとをうかがいます

内容

ミニ講演：ろう者と手話通訳
体験：手話サークル見学
学習：復習

【会場】中央公民館
【定員】先着20人
【参加費】350円(資料、保険代等)
【申込・問い合わせ】6/28(金)締切
ボランティアセンター
TEL：04-2964-0486 FAX：04-2963-1072

【日時】 ６/１９（水）

13:30～16:00
【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

のお知らせ

どなたでも気楽に
お越しください♪

【日時】 ６/５ （水）13:00～16:00
【会場】黒須公民館
【日時】 6/１3（木）13:00～16:00
【会場】高倉公民館

＜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）

令和元年度

友達の輪を広げよう！

◯外国人と日本人の体験型：国際交流◯
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♪
■日時：６/１４(金)：お好み焼き＆抹茶ゼリー
９/２５(水)：おはぎ＆お赤飯
１１/６(水)：西洋館＆お茶会
10:00～13:30
■場所：健康福祉センター調理実習室
11/6(水)のみ入間市駅南口集合

■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

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。

■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30日(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

■2019年度 森村豊明会助成金
福祉・医療・教育などの事業を行う団体、個人など
に対する助成・支援、協賛
学術、芸術、文化、その他の公益事業を行うものに
対する助成・支援、協賛
【募集締切】前期：7月11日(木)（必着）
【問い合わせ】公益財団法人 森村豊明会 事務局
〒 105-8502
東 京 都 港 区 虎 ノ 門 1-13-8
TEL：03-6268-8308
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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

2

日

3

月

4

火

5

水

6

木

7

金

8

土

9

日

10

月

11

火

12

水

13

木

ボ 使用済み切手の整理の会
○
社 困りごと出張相談
○

14

金

社 みんなで楽しくワイワイ教室
○

15

土

社 入間市扇台作業所 地域公開「ふれあいデー」
○

16

日

17

月

18

火

19

水

社 ゆっくり＆じっくり縁側相談
○

20

木

ボ 男性が集う交流会を開催中！
○

21

金

22

土

23

日

24

月

25

火

26

水

27

木

ボ 使用済み切手の整理の会
○

28

金

ボ 夏ボランティア体験 事前説明会
○

29

土

ボ ボランティア入門講座
○

30

日

イベント／募集

市民清掃デー

社 困りごと出張相談
○

ボ みんなの手記事募集締切
○

ファミサポまつり 2019
みんなの手（７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

こども食堂の開催情報については
入間市社協ＨＰをご覧ください！

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）
13:00～15:00 ※8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

💛あいくる・みんなの広場（会場:あいくる豊岡広場）
6/4（火）、7/2（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）
6/23（日）、8/21（水）10:00～15:00
問い合わせ：TEL：090-2554-3490（山岡）
💛むささび食堂（会場:青少年活動センター）
6/9（日）、8/17（日）10:30～15:00
問い合わせ：青少年活動センター
TEL：04-2962-1005

💛ＨＡＰＰＹコミュニティ食堂

6/20（木）17:00～
問い合わせ：Happy Energy（株）
E メール：info@happy-energy.jp
💛宮寺・二本木いただきま～すの会（会場:二本木公民館）
7 月(お問い合わせください)
問い合わせ：TEL：090-1810-1892(武藤)
💛ゴリラの勉強会（会場:扇町屋公民館）
6/30（日）、8/24（土）9:00～17:00 : 中高生
コザルの勉強会（会場:扇町屋公民館）
8/4（日）10:00～15:00 : 小学生・中高生
問い合わせ：青少年活動センター
TEL：04-2962-1005 担当：市子連（梅・根岸）

「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 6 月号（令和元年 5 月 27 日発行）
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