
平成24度よりまち

サポ(まちづくリサポー

トナット元気な入間)で

は 入筒市との市民提案

聖協働事業を進めて こ

の度 入間市内の情報を
一度に閲■できるイン

ターネットサイト「いる

ま市民ひろば」をオープ

ンしまυヒ

市民の営さん向けに開催される各種イベントをはじめ 市民活動団体の紹介 市内各所の公民館て関

催されている各種行事を ご案内しています.イベントの投稿はそれぞれの主催者自らが行うことも可

能です

また ようす掲示板を設置していますので どなたでも情報を投稿することができるようになつてい

ます

もう 1点このサイトの特徴として 'き動団体や公共施設 個人など入間市内に関する情報を発信して

いるプログを収集し それらを-3・表示する RSSフ ィートを組み込みまυヒ.この一覧によりそれぞれ

個別のフログて記事投稿されたものが自動で本サイトに表示することができます 多くの読者に情報提

供できるような仕組みとして応用できるものです。このフィードに登録を希望するフログをお持ちの方

はお間合せください
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0「イベントー覧Jベージでは 市内のイベント情報が 種類 曰lJ 場所 キーワ

ードなどで簡単に検索できます また 今月開催予定のイベントを総舅したり 霞奇

りの公民館で開催されるイベントを検索して面白そうなイベントも探せます

0「団体紹介Jペーンでは 入間市で活動する市民活動El体や各種のサークルを紹介

しています 活動団体やサークルの皆さんは 本サイトに団体を登録することにより

広く団体の活動内容を市民にお知することができます さらに 登録した団体は独自

に開催するイベントをいるま市民ひろばに掲載てきるなどの特興もあります

0「ようす掲示板」は市民と市民活動団体や各種団体との交流の窓□です。お困り事

や本B談 あるいは市民の皆さんにお知らせしたい情報など気軽に投稿できます 例え

ば 鴨 境問題に取り組んでいる団体を知りたいJと か「団体メンパーの名刺を簡単に

作るに|まどうするのJなど間いかけれは 答えが見つかるかもしれません

「いるま市民ひろぱJはまだ始まつたばかりですので ご不明な点0こ質問などがありましたら お

気軽にサイト内の「おF‐n合せJ(httpフカrumah′ oは ,o′?o・ 1831)よりお尋ね下さい。

今年の夏は猛暑でした力ヽ もう 秋の虫たちが自分の出番とばかりに美しい音0を固かせてくれていま

き
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どうかお体をいたわりながら活動に専意してくださしヽ まうサポのスタッフも応援しています。
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このコーナーでは 市内で活動する団体の旨さんに登場いF_だき 活動内容やイベント情報の提供をしています

入P●3市の文化遺産をいかす会

会長【石川嘉彦 htto,ハしiにsuttis∞・・ ^net′

〒3530DD7 入間市鳳須 1■ O-31石
"洋

行内

本で しこ女性史研究会

会 長 (薔 晴子

連絡先 (m―蒸 hOm Oヤ nei。 (宮岡)

私たちの会は 2011年 3月 に発足した者い会です

T_たちのまちに残る多くの文化適産 (さ人の生活や信

,,に まつわるものはもうろん 江戸時代から盛んに生

産されたお茶や織物 入蘭の近代を彩つた生糸 レー

ス等の繊維製品に関る多くの産業など)を今にいかそ

うと下記のようなまうづくりの活動を進めています

誘演会 曜 築家ウォーリズと武蔵豊岡教会～愛と

意みの建築～J(al1 53)
市内文|じ遺産ウォーク (こけ―ら散歩)(毎年)

ボンネットパスで行く入間市の文化遺産めくり

(20121110)
「入間こけ―らさんぽ―黒須地区―J ttlt還産マッ

プr成 (201210)
シンポジウム「文(し遺産をいかしたまうづくりJ

(2Э12122)
「ヴォーリズと武蔵豊同教含展Jまる0ろ入間店 1

階にて開催 (2013519～26)
「情報誌 こけ―らJおよび「機関紙 こけ―ら会

員版J ttl.

昨年度と今年度は入間市市民提案型協働事業として

実施しているものもあります.

あなたのお力も 文化遺産をいかした市民の絆づく

り 街の活性(しに貫していただけませんか?ご入含の

お中し出をお待うしています

この合は 入間市に在住する適玉県立り‖越女子高

等学校卒業の同8生の会が母体となり 70人 余の

会員が女性の特徴を生かし 女性の生活文

`し

史 (髪

型 衣16 履物等)に繋がる戸をまとめていこうと

立う上りました

働く女性達 情れの日の女性遠 母と子の様子や

子ども達が 幼児から成長する姿等数多くの写真が

寄せられ 戦■ 戦後はもとより遡つて大正l.代か

らの資II等も集まりました ただ積み重ねて置くの

に忍0なく後せに残せるm子にしようと31画 してい

た時に 市民提案型協働事業で採り上げて頂き「入

間の女l■史J貌 成しました

女性の姿を残すセビア●の写真を手にすると そ

の手の動きがよまり 懐かしんだり ため息をつい

たりして自分史も重ねながら 旨で 歴史を手繰り

寄せ 編集作業を進めました 「入間の女性史Jの表

紙には母校の先輩「ち田モンJ氏の顔写真といたし

ました 医学の道を志し 昭和 5年 東京女子医学

嗜門学校に進学 永年抱いた女医のなが病魔に日さ

れ24歳の生Eを問しました 凛としたお姿は 「頂

張りなさ0ヽ 入間|こ残る資料 女性に関する資llは

またまだたくさんありましょう IJと励ましている

ように感じられます

発刊後 続いて送らてくる資料に これからも支

性史をさぐつてみなければと感しております 時ヽ

の変fしに流され その流れもスピード化する今 「産

まれてから送られた人」に成るまでの人生史を大切

に保存しながら 更に 次世代への送り物としての

女性史を編んで 緑豊かな入閂市 住んで良かつF_

入間市へ残していきF_い と考えています

今 私達さ 20歳 頃の髪型や衣1長 その頃の時

代背景などの資料を集めて 6れ去られてしまわな

いよう2冊 曰にまとめようと取り綸んております

書の髪型・・・ 服装などの分かる写真等をお持ちの方が

いらっしゃいましたら 足り| お寄せ頂きF_いと思

います

△の 12年 10月
'こ

け―ら散歩 黒須Jにて

△2012年 11月「入間市の文iし遺産めぐりJにて
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ちけ、皆τつくうう  ～地域福祉シンポジュウムをおこないます～

皆さんの地域やご近所ではお互いに助け 助けられのお付き合いはどうなつていますか「わがまちは

皆てつくろうJをスローガンに少子高齢化が進む中で「助け合うまちづくりJにより「ずつと住み続け

たい入間市Jを実現しませんか 今回はその日根に向かって 実際の取り組みを鍾材に 皆さんと意見

交換をしながら考えてみようという企画です

日 時 :平成 25年 10月 42曰 (土)午後 2時～4時

場 所 :入間市市民活動センター (イルミン)

内 容 :①菫詢誦演  「地域でどう支え合うかJ

菱沼 幹男氏 (日本社会事業大学 学ヽ長)

②活動報告  「私たちはこういう活動をしていますJ

河野 博明氏 (所沢市 :福llの会 トンからりん代表)

松下 庄―氏 (入間市 :ささえあい東醸沢会長)

Oヽネルデイスカッシヨン

コーディネーター :菱沼

バネラー :河野 博明氏

佐藤 直子氏

100円 (資料代)

慇景
氏
庄―氏   争

〈入間市社会福祉協議う

参加コ :

問合せ :

主 催 :

0まらづくり勉強会 「充実した日々を送う遣人たちのここだltの話J[全 6口 ]

11月から始まるまち
'く

り勉強会では 各分野で実際に活躍をされている0人の連人を講師に迎え、

活動の状況やその思いなどをお題として提供いただき 皆さんと意見交換する企画です「まらづくりに

興味があるけど ・」「ちよつと市民活動を見直そうかな」といつた方々も 足非参加して皆さんでこの

まちを元気にしていきませんか

開 催 曰 時 お 題 提 供 者 所 属 団 体

11月  20(■ ) 森 本  文 江 さん 入間市視瑯覚暉がい者ガイドヘルプ0会「あいあい」

11月 16曰 く■) 遠藤 貴奈業さん

12月 14曰 〈■) 岡崎  幸子 さん

1月 11曰 く■) 大 山  博 さ ん

1月 25日 (土〉 奥田 正人さん

2月  8日 (■ ) Ш 下  英 雄さん
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，入間●市民活動センター8□ 8 04-296■ 251
NPO法人まちづくリサポートネット元気な入間

せ

催

０一間

主
入間rD市民活動センター窓□

NPO法人まうづくリサポー
804-296■2511

トネット元気な入間

mp7′machttpo∞η′

場彙 発行/NPO法人まうス リサポートネット元気な入間 〈市民洒勁センター内)
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