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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】利光・鈴木

歳末たすけあい募金は、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 、
様々な福祉に係る支援活動に活
用されています。

募集期間 12/1～31
昨年実施した主な事業
♡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
♡母子・父子家庭激励事業
♡ひとり親家庭支援事業

平成 23 年度スローガン

「みんなでささえあうあったかい地域づくり」

本財団は人々や社会のために尽くされた皆様を表彰申し

●東日本大震災に際し
上げ、社会貢献活動の普及と社会の進展に寄与することを
救難活動に尽くされた方々をご推薦ください。目的に表彰事業を行っている公益財団法人で、昭和 46 年設
このたび本財団では、混乱の被災地で身命の危険を冒して 立以来 11,864 件の皆様を表彰させていただいております｡
救助、救護をされた方、丌眠丌休で心温まる支援活動をされた方やされている方などを表彰させて頂くことになりました。
どうぞ心の熱くなる表彰の候補者をよろしくご推奨下さいますようお願い申し上げます
【表彰候補の対象者】●東日本大震災に際し、身命の危険を冒して救助、救護などに尽くされた方（当該の活動により亡
くなられた方を含みます）。●東日本大震災に際し、身命の危険を冒して 2 次的な災害や事故などを未然に防いだ方（当
該の活動により亡くなられた方を含みます）。●東日本大震災に際し、混乱する状況のなかで復旧・復興につくされた方。
【応募方法】次のいずれかの方法により表彰の候補者をお送り下さい。●当財団ウェブサイトの送信フォームから●郵送に
て（記入用紙は事務局まで電話かメールでご請求ください）
【推薦書類】●当財団指定のフォーマットによる推薦用紙と内容記入用紙をご使用下さい。●その他 推薦内容に関する
新聞記事（要掲載新聞名・日付）や資料などがありましたら添付して下さい。※原則として、推薦書・資料は返却いたしません。
【締切】平成 23 年 12 月 31 日（消印有効）
くわしくはインターネット、または
【問い合わせ】 公益財団法人 社会貢献支援財団
団体までお問い合わせください。
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-15-16 海洋船舶ビル 2 階

TEL：03-3502-0910 FAX：03-3502-7190 メール：fesco@fesco.or.jp インターネット：www.fesco.or.jp

●仲町ボランティア活動センターを応援して下さい！・・・福島県南相馬市原町区

ボランティア応援団より・・・

震災直後から、手作業による片付け作業を続けているボランティアグループが、まだまだ活動メンバー募集中です！
仲町ボランティア活動センターは災害復興支援ボランティアねっと（南相馬市社会福祉協議会の委嘱団
体）が運営しています。南相馬市で瓦礫（がれき）撤去・草刈り・ニーズ掘起しボランティアを募集して
いるほか、ボランティアの方向けの無料宿泊所も運営しています。
被災者の方たちは、まだまだあなたの力を必要としております。
随時募集をしておりますので、みなさまの温かいご支援をお待ちしています。

募集状況などは、更新さ
れますので、詳細はブログ
をご確認ください。

【問い合わせ】仲町ボランティア活動センター
〒975-0016 福島県南相馬市原町区仲町 2-165 仲町児童センター
ブログ：http://ameblo.jp/v-home-net TEL/FAX：0244-22-1803（担当：松本光雄）

イタリア滞在レポート♡上野恵利♡

Vol.23

早いもので今年もあと 1 ヶ月と少しになりました。
現在のモデナはクリスマスのイルミネーションもは
じまり、町には早くも年末の雰囲気が流れ始めていま
す。今回はまた福祉の話題からは離れてしまいます
が、イタリアのクリスマスについて書きたいと思いま
す。

を残していくというものです。ただパーティーの後片 →
づけをしたくない言い訳に聞こえなくもありません
が・・その幸運のために片付けないということです。
今年は東日本大震災が起こり大変な年でした。です
がそれと同時にイタリアにいても報道される日本人
の道徳心や底力を大きく誇りに感じた年でした。被災
地のボランティアの調整やその他活動や情報をわか
りやすく発信するこの「みんなの手」に記事を書かせ
て頂き参加させていている事を改めて光栄に思いま
した。来年もまたイタリアの福祉に関することやイタ
リアに住んでいて感じる両国の特徴などをご報告さ
せて頂きたいと思います。本年もありがとうございま
した。来年もどうぞ宜しくお願い致します。

次号 1･2 月合併号は、「シモーネさんの福祉のお話し」を予定しています。
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 23 年 11 月 28 日発行）
－2－

http://erierie1012.jugem.jp/

イタリアのクリスマスは本格的には 12 月 8 日の
マリアがキリストの受胎告知を受けたという祭日か
ら始まります。この日から各家庭ではクリスマスツリ
ーやプレゼッペと呼ばれる飾り物を出し始めます。プ
レゼッペはイタリアならではのもので、キリストが誕
生した夜を再現したミニチュアの飾り物です。キリス
トの誕生した馬小屋とキリストの赤ちゃん用のベッ
ド、マリアなどを箱庭のように置いて飾っていきま
す。プレゼッペは各都市により特徴が変わりますが特
にナポリのプレゼッペは規模が大きく作りが細かく
有名です。8 日からこれを飾りますが赤ちゃんのキリ
ストの人形をベッドに置くのはキリストの誕生した
２５日と決まっています。
クリスマス当日の夜は家族や親戚で集まり、食事を
してクリスマスを祝いますがその夜はひとつのかわ
いい伝説のため、テーブルクロスは片付けずそのまま
にして置きます。それはパーティーの後お腹をすかせ
た天使が家に入ってきてテーブルクロスの上に残る

上
野
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ん
の
ブ
ロ
グ
は
我が家のプレゼッペ こ
ち
パン屑などを食べていき、そのお礼にその家庭に幸運 ら

入間市社会福祉協議会

傾聴ボランティア養成講習会

福祉施設や在宅において必要とされている傾聴ボランティア
の基礎知識及び技術を学び、傾聴ボランティアの活動に参加し
てみませんか。

【日程・内容】時間はいずれも 13:30～15:30
と き
内
容
2/1(水)
講義「よい聴き手になるために～傾聴の意味と意義～」
2/8(水)
講習「出会いの雰囲気づくり」
「相づち、うなづき」ほか
ロールプレイ
「よい傾聴とは」
2/16(木)
「傾聴スキルを使っての対話訓練①」「繰り返し」
「傾聴スキルを使っての対話訓練②」「質問」
2/22(水) ※事例によりロールプレイ実習
※講習会終了後、市内福
祉施設にてボランティ
交流会
ア体験（1～2 回程度）
2/29(水)
講習会を受講してどうでしたか
を予定しています。
～市内の傾聴ボランティアニーズについて～
【場所】市民活動センター 活動室 1
【対象】市内在住・在勤・在学の 18 歳以上で、傾聴ボランティアとして地域の活動に参加してみたいと思う健康な方
【定員】抽選で 30 人
【参加費】3,000 円（講師謝礼・資料代等）
【申し込み方法】12/28（水）までに電話、FAX または E メールにて
※FAX、E メールの場合は、①名前（ふりがな）②郵便番号・住所③年齢④電話を記入してください。
【申し込み・問い合わせ】入間市社会福祉協議会 入間市ボランティアセンター

TEL：2964-0486 FAX：2963-1072 E メール：iruma_vc@atlas.plala.or.jp
第 24 回入間市障害者週間記念事業
事故や病気などによって、障がいは誰にでも生じ得
るものです。日常生活や事業活動の中でできる配慮や
工夫を考えてみませんか。今年も、障害者団体や施設
を紹介する展示などを行います。ぜひお越しください。

【日時】12/5（月）～12/9（金）9:00～16:00
※12/5 は 13:00 から、最終日は 15:00 まで
【会場】市役所庁舎 1 階 市民ギャラリー
【問い合わせ】市障害福祉課 TEL：2964-1111
ボランティア・スキルアップ講座 音楽で心をつなぐ

～障害のある子との音楽活動～
子どもたちが好きな音楽活動を通しての関わり方、
心の通わせ方について、秩父特別支援学校で音楽を教
え、障がいのある子の母親としても奮闘中の高橋浩美
先生からお話しを伺います。実技もまじえた楽しい時
間になると思います。 ※参加無料
【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
【日時】12/26（月） 13:30～16:00
【場所】狭山特別支援学校 食堂

【問い合わせ】県立狭山特別支援学校
狭山市笹井 2958
担当：古澤、平井
TEL：2953-1612 FAX：2969-1033

平成 24 年度 助成金情報

はっぴいにゅういやーコンサート２０１2
このコンサートでは、障がいのある方も
小さな子どもも、誰もが気軽に楽しめるこ
とをモットーにしています。
聴く人も出演者も楽しめる音楽会にぜひ遊びに来
て下さい！
※入場料無料
【内容】狭山特別支援学校の教員や生徒による演
奏、地元の中学校の出演、地域のサークルの演
技など。
【日時】平成24年 1 /21（土）13：00開演（開場12：30）
【場所】狭山市市民会館

【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:2953-1612 FAX:2969-1033

ひだまりの小さな書作展

入場無料

～知的に障がいのある子どもたちの珠玉作品集～
【第1会場】プラザノース2Fギャラリー
平成24年 1/21(土)～1/29(日)9:00～17:00･最終日16:00
【第2会場】上尾コミュニティセンター ロビー
平成24年 2/14(火)～2/17(金)9:00～17:00･最終日15:30
【問い合わせ】「ひだまりの小さな書作展」実行推進室

TEL/FAX：048-773-7610 主催：障害者書道クラブ

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い合わせください。

■公益信託 武蔵野銀行みどりの基金
【締切】12/22（木）
【申し込み・問い合わせ】

三菱 UFJ 信託銀行株式会社 リテール受託業務部 公益信託グループ
〒100-8212 東京都千代田区丸の内 1-4-5
TEL：03-6214-7387 担当：高島・天願（てんがん）
ホームページ：http//www.musashinobank.co.jp

■障がい者給料増額支援助成 ■障がい者福祉助成
【応募期間】12/1（木）～31（土）（当日消印有効）
【申し込み・問い合わせ】
公益財団法人 ヤマト福祉財団 助成金事務局
〒104-0061 東京都中央区銀座 2-12-15
TEL：03-3248-0691 担当：渡辺・本田
ホームページ：http//www.yamato-fukushi.jp

☆お知らせ… 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。

11/24 現在で 9,489,611 円 のご協力をいただいています。
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花いっぱい運動に参加しました!!
入間市花の郷福祉作業所は、所員、職員、家族で 10/19(水)
にボランティア活動をしました。
入間市博物館南門の花壇に花をいっぱい咲かせるために、
落ち葉を拾い、草取りをした後、花の種をまき、球根を植え
ました。
来年の春にはきれいな花を観賞できると思います。博物館
に足を運んだ際には、皆さんも見てください!!（本田）
花いっぱい運動 入間市では公共機関の土地（残地）を利用して、年間を通じ花の栽培、管理をしてくだ
さる団体（グループ）に助成を行っています。作業を通じて、四季を感じ花々に囲まれた明る
い地域環境づくりにご協力ください。
【参加資格】市内在住で同一世帯以外の 3 人以上で構成された団体（グループ）
【内
容】公共機関の土地に花の種・球根の栽培および年間管理等
【助成内容】花の種・球根の支給（秋と春の 2 回）
【問い合わせ・申し込み】市みどりの課 TEL：2964-1111 内線 4274

毛糸を送りました!!
11 月号に掲載した『被災地の子どもたちに手編みの靴下
カバーを贈ろう』の記事を見て「靴下を編むことはできないけ
れど、毛糸なら」とたくさんの毛糸が集まりました。
この毛糸をボランティアセンターから日本笑顔プロジェク
ト事務局宛に送らせていただきました。
小布施町に靴下カバーを編んで送ってくださった方、毛糸
を送ってくださった方、ご協力ありがとうございました。

使用済み切手の整理の会
ボランティア一緒にやってみませんか？
☆12/4（日）は、生涯学習フェスティバル（会場：産
業文センター）で体験することができます。
12/22（木）は
どなたでも参加できます
直接お越しください。 お休みします
【日時】毎月第 2・4 木曜日
13:00～15:00
（祝日の場合はお休み）
✿
【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

✿✿

お知らせ
次号 1･2 月合併号の発行予定は 1 月 23 日（月）
です。掲載希望原稿は 1 月 11 日（火）までに
お願いします。

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

新 しいこと に
も前向きにチ
ャレンジ!!

輝かしい年
になりますよ
うに!!

真心をた
くさんあり
がとう!!

来年もよろ
しくお願いい
たします。

「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 ●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
★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、マイリゾートダイニング、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 ★久保稲荷…玄米菜食＆カフェ SAIEN
■入間市理容組合加盟店（使用済み切手の回収協力）
“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。
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 23 年 11 月 28 日発行）
－4－

