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〒358-0003 埼玉県入間市豊岡 4-2-2   TEL/04-2964-2511 FAX/04-2964-2519 

E メール : shimin@ictv.ne.jp  ホームページ : irumin.machisapo.com 

平成 3１年 1 月 17 日（木）13 時 30 分から 入間市市民活動センター 活動

室１において、いるまアクティブシニア「余世与世」事業の一環として「幸せの

クローバー会」代表の鈴木一男氏の講演会が開催されました。コメンテーターは

藤井美登利氏。 

クローバーおじさんこと鈴木一男氏が、クローバーの栽培を始めたキッカケ

や、クローバーを通して人と繋がり、メディアに引っ張りだこに至った過程を講

演し、クローバー栽培のコツなどを伝授していただきました。後半はクローバー

のメッセージカード作りにみなさん真剣に取り組みました。 

定員 50 人を超える人が集まり、また自分で作ったクローバー入りのカードを

持ち帰り大盛況に終わりました♪ 

平成 31 年 2 月 23 日（土）13 時 30 分から入間市市民

活動センター活動室 1 で登録団体交流会が開催されました。 

前半は登録団体連絡会事業報告と新役員紹介、人財塾のお

知らせ、大型ロッカー抽選会など。後半は、テーブルごとに

お茶を楽しみながら、希望の団体は前に出て活動やお知らせ

などを告知。シンプルながらも団体同士との距離が縮まる、

ほっこりした交流会で大盛況でした♪ 

いるまアクティブシニア余生与世（よせよせ）事業 

「クローバーおじさんのふんわり願うあなたの幸せ」 が開催されました。・・・・・・・・1/17（木） 

市民活動センター登録団体交流会 が開催されました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2/23（土） 
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https://irumin.machisapo.com/info/%E4%BA%BA%E8%B2%A1%E5%A1%BE/
https://irumin.machisapo.com/info/%E4%BA%BA%E8%B2%A1%E5%A1%BE/
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 3 月 11 日（月）、まちサポと登録団体連絡会運営委員を中心とした市民

団体のメンバーで、府中市市民活動センターを訪問し、同センターでの市

民活動の様子などを聞きました。 

 商業施設が 1 階～４階、５階６階が、市民活動センター「プラッツ」に

なっています。駅から 1 分、市民活動に必要なスペースや機材、演劇やコ

ンサートができるホールもある充実した施設です。オープンスペースでは

多くの市民が活発な活動を行っていました。ミーティングコーナーの利用

の仕方や会議室の予約状況など参考になることが多くありました。対応い

ただいたプラッツのみなさん、ありがとうございました。 

青少年のためのコーナーは

勉強する学生に人気 

プラッツ総合受付カウンター 多くの市民でにぎわうオープンスペース スタッフとの情報交換 

3 月 16 日(土)13:30～15:30、入間市市民活動センター活動室

1 で、アクティブシニア支援事業と連携して、第 7 期人財塾が開催

されました。 

イルミン登録団体のほか、シルバー人材センター、自治会事務局

の自治文化課、放課後学童ボランティアを募集する青少年支援課な

ど、団体 18 団体、シニアを中心とする参加者 40 名が参集しまし

た。第 1 部では 1 団体 3 分の市民活動紹介、第 2 部ではそれぞれ

の活動紹介パネルの前での対面交流もあり、アクティブ君の着ぐる 

みの参加・演出やミニ体験も

行われ、参加団体・参加者全

員が楽しく元気に、シニア世

代もおおいに盛り上がりまし

た。 

府中市市民活動センター「プラッツ」を訪問しました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3/11（月）

元気になる「人財塾」が開催されました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3/16（土） 

http://www.machisapo.com/wp-content/uploads/2019/03/IMG_0399.jpg
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社会貢献を目的とした市民活動団体は、イルミン（入間市市民活動センター）に登録※して活動室な

どを利用することができます。また、チラシやポスターを設置または掲示することができます。 

 ※登録については一定の要件があります。詳しくはイルミンホームページ(irumin.machisapo.com)、イルミン

１階のまちサポ または入間市役所自治文化課までお問い合わせください。

フードバンクいるま 
事務局：上山武夫 

TEL：080-6555-9804 

E メール：foodbankiruma@gmail.com 

入間市内に、「食のサー

ビスネット」の仕組みを作

っていくために、行政や各

団体と連携をとり、誰もが

安心して暮らせる入間市

を目指します。平成 30 年

5 月に設立され、入間市民

が主体になって活動をお

こなっています。現在会員

は 30 名ほどです。 

「フードドライブ」とは 

ご家庭で少し余分になった食料品をフードバン

クに寄付する活動です。寄付していただいた食料品

は、フードバンクから食べ物を必要としている方々

に届けられます。「もったいない」エコ活動や食に

困っている方へのサポートにもつながります。フー

ドドライブに参加してみませんか。 

「もったいない」を「ありがとうに」 

「フードバンク活動」は食品ロスを減らす取り組

みのひとつです。食べられるのに捨てられてしまう

食品を引き取り、食べ物に困っている世帯などへ支

援機関を通じて無料で提供しています。 

フードドライブ拠点は、入間市役所をはじめ、市

民活動団体の事務所など 25 か所(H31.1 現在)が

あり、賞味期限が 1 か月以上あるもの、常温保存の

未開封品など、ご家庭で眠っている食料品の寄付を

受け付けています。 

NPO 法人荒川流域ネットワーク入間支部 
支部連絡先：木内勝司 

TEL：090-3096-0904 

ホームページ:arakawa-ryuiki.net 

 荒川流域ネットワークは、荒川とその支流域を

フィールドに様々な活動を行っている団体と個人

のネットワークです。1995 年に活動を開始、

2002 年 3 月に NPO 法人化しました。入間支部

は入間市在住・在勤の市民が対象の支部です。 

 荒川水系各河川の水質の状況を水質マップにま

とめて、毎年公表しています。 

2006 年から入間川･越辺川水系の天然アユの

復活を目指して、溯上障害物になっている堰や床

固め工の調査を開始し、環境の改善を埼玉県の関

係機関に働きかけてきました。この結果、埼玉県

により、入間川にある 8 カ所の取水堰と床固め工

に魚道が設置されました。現在は、これらの魚道

の効果について検証を行っています。 

 2010 年からは溯上環境の改善への取り組みと

平行して、漁業協同組合の協力を得ながら、夏の

風物詩であった川の地曳網を復活させ、子供たち

に体験しても

らう活動にも

取り組んでい

ます。地曳網

のイベントに

ついては、高

麗川、都幾

川、越辺川、

入間川の地元の活動団体に全面的な協力をして頂

き、開催してきました。これからも川の漁法を子

供たちに体験してもらい、川をめぐる文化を継承

していきたいと考えています。 

登録団体紹介 

http://matisapo01.seesaa.net/article/447023306.html
http://matisapo01.seesaa.net/article/447023306.html
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イルミン 1 階奥、コミカフェで第４金曜日の午後 1 時

30 分から、気軽に参加できる、「Do-you café ドゥユゥ 

カフェ」を開催しています。ぶらりと寄って、うれしいニュ

ースや耳寄りな情報を、コーヒーを飲みながら話す場所で

す。お互いの活動を知り、理解を深め、一緒にできることが

あれば協力し合う、そんなきっかけの場になればと思いま

す。現在、行われている交流会もこんな小さな集まりが基礎

になっているのではないでしょうか。お時間があれば是非、

お立ち寄りください。 

※講座やスタッフの都合により開催できない月がありま

す。ご了承ください。 

※コミカフェ（コミニティーカフェ）は午後 1 時から

午後 5 時までイルミン登録団体のみなさんがご利用

できるスペースです。コーヒー、紅茶、緑茶などを飲

むこともできます。詳しくは、まちサポ、へお問合せ

下さい。

Ｄｏ-you café・コミカフェ

「おしらせ」 

<イルミンの小さな工夫、知っていますか？> 
 イルミン(入間市市民活動センター)は入間市の市民活動の拠点として、登録した市民活動団体の会議や打ち

合わせ、講演等、活動の場として利用されています。活動室の使用予定は入口を入って左側のホワイトボード

に記載されています。活動室が満室の場合や大きな講演会がある場合は、駐車場が満車になる場合があります

ので、この月間予定表を参考にしてください。また、駐車場はイルミン入口正面の道路にも第 2 駐車場があ

ります。イルミン裏手の駐車場の状況により開錠しています。 

 イルミンの活動は、イオン入間店二階エレベーターホールに専用の掲示板を設置してお知らせしています。

どなたでも参加できる講演会や「元気通信」最新号、その他のチラシも設置して、入間市の市民活動が多くの

人に知っていただけるようになっています。 

<登録団体のポスターやチラシをイルミンに置くことができます> 
みなさんが計画したイベントや講演会などをチラシやポスターにして多くの人に知らせませんか？  

例えば、チラシを 200 枚作りたいときは、イルミン設置の印刷機なら 250 円（１枚 1 円+原紙 50 円、紙

持ち込み）で作れます。また、チラシはイルミンロビーに設置、掲示することができます。詳しくは、1 階窓

口、まちサポにお声をかけてください。 

※チラシやポスターは必ず、まちサポにお渡しください。勝手に掲示することはできません。 

≪入間市からのお知らせ≫ 

イルミン（入間市市民活動センター）の受

付業務については、現在、入間市社会福祉協

議会の業務開始時刻に合わせ８時３０分から

行っていましたが、開館時間は午前９時から

となっていますので、今後は右記のとおり業

務時間を再確認していただきますよう宜しく

お願いいたします。

 

E メール : machisapo1234@gmail.com ホームページ : machisapo.com 

 編集・発行／まちづくりサポートネット元気な入間（市民活動センター内） 

◎活動室の使用：午前９時～午後９時３０分 

◎電話及び窓口での活動室使用申請 

：午前９時～午後９時３０分




