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平成 29 年 10 月 14 日(土)10:00～16:00 

入間市青少年活動センターで開催され

た、めだかの学校・山遊び 2(ムササビの

巣箱づくり)が無事終了しました。参加者

は 3 組 5 人、スタッフ 4 人で、ムササ

ビの巣箱を 2 つ制作しました。 

入間市農村環境改善センター・加治丘

陵で行われる「里山つまり」直前の 11

月 16 日(木)の午前中、桜山展望台下の

林に、山遊びのイベントで子どもたちと

一緒に制作したムササビの巣箱 2 個を取

り付けました。ムササビ君が気に入って

くれるといいのですが･･･････。 

 
 

 

平成 29 年 11 月 19 日に、入間市農村環境

改善センターおよび付近の加治丘陵で、めだか

の学校プロジェクト 2・加治丘陵里山まつり(第

2 回)が開催されました。参加者は 400 人ほど

(うち小学生 150 人)で、盛況のうち無事終了し

ました。参加者アンケートでは、楽しかった、

また参加したいとの回答が 87%にもなりまし

た。今後も多くの市民団体と連携して持続的なイベントにできれば、市の大きな財産である加治丘陵の活

用につながるのでは・・・ 

めだかの学校プロジェクト「ムササビの小屋づくり」を実施しました。・・・・・・・10/14（土） 

めだかの学校プロジェクト「里山まつり」を実施しました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11/19（土） 
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平成 29 年度秋バージョンの積水ハウス里山研修プログラムが開催されました。埼玉営業本部の技術系の

新人のみなさん 16 名を対象に、加治丘陵を舞台に里山研修プログラムを実施しました。 

あいにく雨模様でしたが、加治丘陵の自然を見守る会の協力を得て里山の自然の観察、道志村から駆けつ

けてくれた元地域おこし協力隊の大野さんの指導によるスギ・ヒノキ林の健康診断、里山の話とともに積水

ハウス本社の方の 5 本の樹の講義(2 本は鳥のために、3 本は蝶のために住宅の庭に木を植えれば、小さな

里山の機能を持つ)などのあと、楽しいそば打ち体験もはさんで、研修の締めくくりとして班ごとにワークシ

ョップのグループワークの結果発表で、あっという間の 2 日間の研修を終えました。企業と連携した加治丘

陵の活用に繋がる第一歩をまちサポの元気商会事業の一環として無事終了しました。 

 

 

市民活動に参加する前の準備や、市民活動を気軽に体験する場としての「人財塾」が、3 回の講座と受講

者の希望する市民活動の体験を終えて 11 月 18 日、無事、終了しました。 

「人財塾」は、まちサポが企画しイルミン登録団体の協力を得てボランティアと市民活動の違いを体験し、

自分に合った市民活動のカタチを見つけることができるユニークな講座です。今回は登録団体の中から、メ

ンターの会、アフリカに毛布を送る会、入間要約筆記サークルグリーンペンの皆さんが

活動体験提供に協力してくれました。人財塾生は提供された体験プログラムの中から

興味のあることをいくつでも体験することができ、そのまま入会することもできるし、

体験だけでもかまいません。 

「人財塾」は平成 25 年から毎年開講し、修了生のみなさんはそれぞれ、活動体験し

た団体に入ったり、自分たちで団体を立ち上げたり、また地元での自治会活動に参加し

たりと、ほとんどの方がご自分に合った活動を始め、それを続けています。 

現在、まちサポでは新しい「人財塾」のカタチを模索中です。新しい次年度の「人財塾」にご期待くださ

い！ 
 

 

12 月 18 日月曜日午前 10 時から、市民活動の拠点である入間市民活動センターを、各団体有志のみなさ

ま（25 団体、33 名）で心をこめて清掃をしました。年末のウィークディにも関わらず、多くの皆様にご参

加いただき、用意した雑巾や手袋も足りなくなるくらい、あっという間に窓やブラインド、机や椅子がピカピ

カになりました。終了後は、きれいになったばかりのミーティングコーナーでコーン茶

やコーヒー、お菓子などで恒例のお茶

会を開催し、おしゃべりしながら楽し

い時間を過ごしました。 

清掃に参加してくださったみなさ

ま、本当にありがとうございました。 

 積水ハウス「秋の研修プログラム」が開催されました。・・・・・・・・・・10/19（木）10/20（金） 

 「人財塾」が終了しました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11/18（日） 

暮れの「大掃除」を実施しました。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12/18（月 ）
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平成 30 年 2 月 24 日（土）午後 1 時 30 分からイルミン

活動室１において、市民活動センター登録団体交流会が行われ

ました。参加者は 34 団体、58 名で会場は満席、用意した席

が足りなくなり急遽追加するほどの盛況でした。 

今回は恒例の協議報告事項に加え、イルミンの館内と第二駐

車場を廻るイルミンツァーを実施しました。特に 2 階の「人権

推進課」訪問や、1 階の掲示物位置、コミカフェ、駐車場の使

い方などはじめて行く場所に驚く参加者もたくさんいました。 

ツアー終了後は、各グループに分かれてお茶会を開催しまし

た。お茶やお菓子をかこんで、イルミンツァーの感想や、日ご

ろの活動、その他雑談などで大いに盛り上がりました。 

交流会ではアンケートを実施しました。交流会に初めて参加

した方が、11 名、２０％もいました。今後の交流会で、入間

市の市民活動がより活発になるめの話し合いや、他の地域の市

民活動を学びたいという意見が多く、７８％の参加者が市民活

動活性化のための新しい試みを交流会で行った方が良いとの

回答がありました。 

交流会の感想として、「盛況で驚いた」、「他の団体の人と話が

出来て楽しかった」、「第 2 駐車場が分かってよかった」、「2 階へ行けて良かった」などの意見がありました。

イルミンツァーは初めての試みでしたが、「日ごろ使用している場所も、説明を受けながら回ってみると、意

外と知らなかったことが多くあることが分かった」と、感動していました。 

次いで行われたお茶会では、気軽にお互いの情報交換をしたりして会話がはずみ、そのうちに仲間意識が芽

生えたりしているようでした。 

お茶会の後、グループごとの発表がありました。「1 階の登録団体情報ファイルの有効活用をしよう」、「お

互いの困ったことを助け合える場になれば」、「お菓子がおいしい」など色々な角度からの発言がありました。

このような明るい前向きな発言を聞いていた、この交流会を企画した運営委員も大変満足げでした。 

次回：平成 30 年 7 月 21 日（土）、活動発表ポスター展と合わせて開催予定。お楽しみに！ 

 

 

 市民活動センター登録団体交流会 が開催されました。・・・・・・・・・・・・・・・・2/24（土） 
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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１階のまちづくりサポートネット元気な入間

又は、入間市役所自治文化課までお問い合わせください。 

登録番号 131 

社会福祉法人 創和 

代表 黒古 次男 TEL０４-２９６５-９９７８ 

〒358-0021 入間市久保稲荷 1-27-4 
 

精神障がい者のみなさんの社会復帰支援を行っ

ています。心の病を経験した人も、していない人

も、一緒に活動しながらそれぞれの持っている賜

物と経験を分かち合い、互いに学び合い、助け合

って、人としての尊厳と幸福を取り戻そうとする

ものです。就労支援、相談、居場所の提供などの

支援を行っています。活動は入間市久保稲荷、豊

岡、扇台を中心に入間市全域で活動しています。 

登録番号 132  

障がい者サポーターの会 「和」 

 代表 横沢 政行 TEL 04-2965-1738 

〒358-0002 入間市東町 7-18-21 
 

精神障がい者の余暇活動等のサポートを行うこ

とを目的としています。障がい者施設等への支援、

障がい者サポーター講習会への支援などを行って

います。 

登録番号 133  

こども食堂ネットワークいるま 

代表 村野 裕子 TEL 04-2963-1014 

事務局/入間市社会福祉協議会 
 

入間市内で「食」を通して居場所創りを実施す

る運営者同士の情報交換や連携の促進を目的に活

動しています。現在、入間市内では、青少年活動

センターでの「ムササビ食堂」の他にも、「東町に

こにこ広場」、「あいくるみんなの広場」などが活

動しています。こども食堂運営者相互の連携や支

援、こども食堂の調査研究をおこなっています。 

Mail： iruma_kodomoshokudou_net 

@yahoo.co.jp 

 

 

 

  ※登録番号はイルミン登録順に番号

が決まっています。イルミンにお問

い合わせの時に番号がわかってい

ると便利です。 

 

 

平成 30 年度のイルミンのスケジュールは次の通りです。 

〇市民清掃デー前除草作業 5 月 24 日(木)午前 9 時～[小雨決行]概ね 2 時間、〇自衛消防訓練 6 月 29

日(金)午前 9 時 30 分から、〇ポスター展 7 月 9 日(月)～23 日(月)、〇登録団体交流会 7 月 21 日

(土)[1 回目]、平成 31 年 2 月 23 日(土)[2 回目]、夏の草取り 8 月 29 日(水)、秋の駐車場・中庭の草取

り 10 月予定、〇イルミン大掃除 12 月 10 日午前 10 時～概ね 1 時間、〇施設メンテナンス(定期清

掃、空調点検、消防点検、電気点検ほか : 施設管理・床清掃毎月第 3 火曜日、空調点検・電気設備点検は適

宜行われる予定) 今後の調整で変更になる場合があります。よろしくお願いします。

登録団体紹介 

イルミンからのお知らせ 

http://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）


