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令和 2年 2月 1日発行社協だより しらおか 第94号（8）

令和２年２月1日発行 編集・発行 社会福祉法人白岡市社会福祉協議会 白岡市千駄野445（はぴすしらおか内） ☎0480（92）1746　　　　　　　　　　　　　　　 社会福祉法人埼玉県共同募金会白岡市支会　　

　左の数は、白岡市社会福祉協議会の活動を支える、福祉委員
の人数です。社協では小学校区ごとに「支部」を設置しており、
各支部では福祉委員を中心に、地域の特性にあわせた交流活動
などを実施しています。

412人。412人。
昔の遊び（大山支部福祉委員と大山小学校児童）

「社協だより　しらおか」は、
皆さんからの会費や共同募金配分金を
活用して発行しています。

ありがとうございます
お寄せいただきました善意は、
市内の福祉活動に役立たせていただきます。

　日産化学株式会社様では、地域貢献活動の
一環として、地域に密着した福祉基金活動を
行っています。今回、「地域福祉のために」と
のご意向で寄付金を賜りました。車椅子や社
協が運営する施設の備品などの購入に充てさ
せていただきます。

≪寄付・寄贈者≫ 令和元年9月～12月

匿名

千駄野福寿草クラブ 様

㈲岩上ヨミウリサービス 様

㈲岩上ヨミウリサービス 様

埼玉土建宮代支部白岡西分会 様

匿名

匿名

㈲岩上ヨミウリサービス 様

三日月鍼灸指圧院 様

岡泉健玉クラブ 様

㈲岩上ヨミウリサービス 様

健だまクラブひこちゃん 様

小林志郎 様

千駄野福寿草クラブ 様

日産化学株式会社生物科学研究所福祉基金運営委員会 様

515円

2,370円

4,115円

6,646円

5,000円

8,314円

2,030円

4,424円

1,144円

4,850円

6,543円

11,260円

10,000円

2,084円

612,800円

9月

10月

11月

12月

埼玉県社会
福祉大会表彰
埼玉県社会
福祉大会表彰

　令和元年11月28日開催の「令和元年度埼玉県
社会福祉大会」において、山口昭司様が受賞され、
このたび小島卓市長を表敬訪問しました。
　山口様は、長年にわたり白岡市社会福祉協議会
の監事として、適正な事業運営のための指導監査
をいただきました。
　また、故 岡安重夫様が、埼玉県共同募金会会長
表彰を受賞されました。

温かい心

白岡市千駄野４４５　はぴすしらおか

社会福祉法人
白岡市社会福祉協議会

電話０４８０－９２－１７４６

　社会福祉協議会では、視覚障がい等があるかたの
ために、毎月の『社協だより』や『広報しらおか』、『議
会だより』の音声データ（CD、カセットテープ）を無料
でお貸ししています。ボランティア団体「朗読ひまわ
り」のご協力によるものです。ご希望のかたは下記の
連絡先までお問い合わせください。

次回の社協だよりは、
６月１日の発行予定です。



令和 2年 2月 1日発行社協だより しらおか 第94号（2） 令和 2年 2月 1日発行 社協だより しらおか 第94号（3）

赤い羽根共同募金、
地域歳末たすけあい募金
赤い羽根共同募金、
地域歳末たすけあい募金

（埼玉県共同募金会白岡市支会だより）（埼玉県共同募金会白岡市支会だより）

合計金額3,842,893円（令和元年12月27日現在）

赤い羽根共同募金実績額

ご協力ありがとうございました。

　翌年度の埼玉県内の福祉事業と市内の福祉
事業に、それぞれおよそ50％ずつ配分され
ます。昨年度（平成30年度）白岡市内では
右のように社会福祉協議会の事業に配分され
ました。

ご協力いただいた団体、場所等（敬称略・順不同） 金　　額募金種別
行政区

市内小中学校
市職員、社協職員、白岡消防署、民生委員・
児童委員協議会、白岡市ボランティア連絡会

個人大口、法人募金

戸 別 募 金

街 頭 募 金

学 校 募 金

職 域 募 金

その他の募金

クオカード等
募金

白岡市民生委員・児童委員協議会、白岡市老人
クラブ連合会、白岡市ボランティア連絡会、篠
津中学校、南中学校、白岡中学校、白岡高等学
校、ＪＲ白岡駅、ＪＲ新白岡駅、ヤオコー新白
岡店、マミーマート白岡店・白岡西店、フード
オフストッカー白岡原ヶ井戸店、カスミ白岡店、
しらおか味彩センター、社会福祉協議会

白岡郵便局、埼玉りそな銀行白岡支店、武蔵野
銀行新白岡支店、NPO法人みのり（クローバー）、
市職員、大山小学校・南小学校・菁莪小学校教
職員、白岡市観光協会、シルバー人材センター、
社協職員、埼玉縣信用金庫白岡支店、白岡消防署

3,310,846円

256,013円

41,882円

74,491円

150,000円

9,661円

【内訳】

に

赤い羽根共同募金のつかいみち

街頭募金にご協力いただいたみなさん

▲篠津中学校

◀白岡高校

◀白岡中学校

▲民生委員児童
　委員協議会

◀南中学校

合計 1,993,000円

法外緊急援護事業
15,000円
法外緊急援護事業
15,000円

いきいきサロン事業
450,000円
いきいきサロン事業
450,000円

ボランティア育成事業
428,000円
ボランティア育成事業
428,000円

配食事業
400,000円
配食事業
400,000円 福祉教育事業

700,000円
福祉教育事業
700,000円

・大規模災害発生時に被災地域を支援するために災害等準備金を積み立て、全国の被災地域に設置
される災害ボランティアセンターの支援等に使われます。
・災害が起きた際に義援金の募集を行い、被災地の共同募金会へ取り次ぎを行っています。

その他にも共同募金会では・・・その他にも共同募金会では・・・

　ほぼ全額が翌年度の支部社協事業に活用されます。支部社協は小学校区ごとに設置されており、
それぞれの地域にあった方法で地域福祉の推進を図っています。各支部の事業の一例を紹介します。

地域歳末たすけあい募金のつかいみち地域歳末たすけあい募金のつかいみち

ご協力いただいた団体、場所等（敬称略・順不同） 金　　額募金種別
行政区戸 別 募 金 1,417,800円
行政区、白岡市民生委員・児童委員協議会、白岡市
老人クラブ連合会、市内企業、個人大口等特 別 募 金 952,669円

【内訳】

篠津支部
（いきいき交流会）

大山支部（昔の遊び）

西支部
（保育所交流会）

南支部（芸術鑑賞会）

菁莪支部（そば打ち体験・配食事業）

白岡東支部
（こどもふれあい広場）

合計金額2,370,469円（令和元年12月27日現在）

地域歳末たすけあい募金実績額



令和 2年 2月 1日発行社協だより しらおか 第94号（2） 令和 2年 2月 1日発行 社協だより しらおか 第94号（3）

赤い羽根共同募金、
地域歳末たすけあい募金
赤い羽根共同募金、
地域歳末たすけあい募金

（埼玉県共同募金会白岡市支会だより）（埼玉県共同募金会白岡市支会だより）

合計金額3,827,690円（令和元年12月27日現在）

赤い羽根共同募金実績額

ご協力ありがとうございました。

　翌年度の埼玉県内の福祉事業と市内の福祉
事業に、それぞれおよそ50％ずつ配分され
ます。昨年度（平成30年度）白岡市内では
右のように社会福祉協議会の事業に配分され
ました。

ご協力いただいた団体、場所等（敬称略・順不同） 金　　額募金種別
行政区

市内小中学校
市職員、社協職員、白岡消防署、白岡市民生委
員児童委員協議会、白岡市ボランティア連絡会

個人大口、法人募金

戸 別 募 金

街 頭 募 金

学 校 募 金

職 域 募 金

その他の募金

クオカード等
募金

白岡市民生委員・児童委員協議会、白岡市老人
クラブ連合会、白岡市ボランティア連絡会、篠
津中学校、南中学校、白岡中学校、白岡高等学
校、ＪＲ白岡駅、ＪＲ新白岡駅、ヤオコー新白
岡店、マミーマート白岡店・白岡西店、フード
オフストッカー白岡原ヶ井戸店、カスミ白岡店、
しらおか味彩センター、社会福祉協議会

白岡郵便局、埼玉りそな銀行白岡支店、武蔵野
銀行新白岡支店、NPO法人みのり（クローバー）、
市職員、大山小学校・南小学校・菁莪小学校教
職員、白岡市観光協会、シルバー人材センター、
社協職員、埼玉縣信用金庫白岡支店、白岡消防署

3,310,846円

256,013円

41,882円

72,304円

137,500円

9,145円

【内訳】

に

赤い羽根共同募金のつかいみち

街頭募金にご協力いただいたみなさん

▲篠津中学校

◀白岡高校

◀白岡中学校

▲民生委員児童
　委員協議会

◀南中学校

合計 1,993,000円

法外緊急援護事業
15,000円
法外緊急援護事業
15,000円

いきいきサロン事業
450,000円
いきいきサロン事業
450,000円

ボランティア育成事業
428,000円
ボランティア育成事業
428,000円

配食事業
400,000円
配食事業
400,000円 福祉教育事業

700,000円
福祉教育事業
700,000円

・大規模災害発生時に被災地域を支援するために災害等準備金を積み立て、全国の被災地域に設置
される災害ボランティアセンターの支援等に使われます。
・災害が起きた際に義援金の募集を行い、被災地の共同募金会へ取り次ぎを行っています。

その他にも共同募金会では・・・その他にも共同募金会では・・・

　ほぼ全額が翌年度の支部社協事業に活用されます。支部社協は小学校区ごとに設置されており、
それぞれの地域にあった方法で地域福祉の推進を図っています。各支部の事業の一例を紹介します。

地域歳末たすけあい募金のつかいみち地域歳末たすけあい募金のつかいみち

ご協力いただいた団体、場所等（敬称略・順不同） 金　　額募金種別
行政区戸 別 募 金 1,417,800円
行政区、白岡市民生委員・児童委員協議会、白岡市
老人クラブ連合会、市内企業、個人大口等特 別 募 金 952,669円

【内訳】

篠津支部
（いきいき交流会）

大山支部（昔の遊び）

西支部
（保育所交流会）

南支部（芸術鑑賞会）

菁莪支部（そば打ち体験・配食事業）

白岡東支部
（こどもふれあい広場）

合計金額2,370,469円（令和元年12月27日現在）

地域歳末たすけあい募金実績額



令和 2年 2月 1日発行社協だより しらおか 第94号（4） 令和 2年 2月 1日発行 社協だより しらおか 第94号（5）

・社協が運営する障がい福祉サービス事業所「市立ありの実館」では毎月１回、古着市
を開催しています。衣類はすべて１着50円と、かなりリーズナブルです。

　売り上げは利用者の工賃として支給され、障がいがあるかたの生活に利用されます。
みなさまぜひ、一度お立ち寄りください。思わぬ掘りだしものに出会うかも知れませんよ。

随時、社会福祉協議会の窓口（はぴすしらおか）までお持ちください。
受付時間：平日午前8時30分～午後5時15分

　「梅の実」は、主に使用済み切手の回収に取り組むボランティアグループです。回収した切手は、日本
キリスト教海外医療協力会に届けられます。換金され、バングラディッシュやタンザニアに医療スタッフ
を送る活動資金や、現地医療スタッフの奨学金に充てられます。

梅の実のみなさん

ボランティアグループ「梅の実」におじゃましました。ボランティアグループ「梅の実」におじゃましました。

古着市を開催しています古着市を開催しています

古着と雑貨を販売しています。

日にち：毎月第２火曜日
時　間：午後１時～2時
場　所：白岡市立ありの実館
　　　　（白岡市白岡805－2）
※駐車スペースに限りがありますので、
　徒歩、自転車等でお越しください。

ありの実館
古着市
ありの実館
古着市

古着、ダンボール、アルミ缶、使用済み切手、外貨（コイン）
社会福祉協議会では、以下のものを回収しています。

活動日：第1、第2、第3木曜日
時　間：午後1時30分～3時
場　所：はぴすしらおか

ボランティアグループ「梅の実」

使用済みの切手があ
りましたら、

ぜひお持ちください
。一緒に活動

するメンバーも募集
しています。

しらおか支えあいサービスしらおか支えあいサービス
協 力 会 員 募 集協 力 会 員 募 集

　しらおか支えあいサービスは、高齢者などのちょっとした生活上の困りごと
（掃除、ゴミ捨てなど）を、地域のかたがお手伝いする仕組みです。現在、
お手伝いしてくださるかた（協力会員）を募集しています。

謝礼：１時間につき500円謝礼：１時間につき500円
・活動日、内容は相談に応じます。ご都合にあわせて活動できます。
・ご自身の得意なこと（掃除、庭木の手入れ等）を活かして活動できます。
・資格などは特に必要ありません。
・活動の際には保険に加入するので、万一の場合も安心です。（加入料は社会福祉協議会が負担）

活動内容例：掃除、窓ふき、ゴミ捨て、草取り、電球交換、衣類の整理
※活動において疑問が生じた場合などは、担当職員がサポートいたします。

　今回は、しらおか支えあいサービスの協力
会員として活躍しているかた、お二人にお話
を伺いました。

Ａ１．定年退職をきっかけに、新たな仕事や活動の場を探していましたが、どう
せならば自分の時間を何か「公共的な」ことに使いたいと思っていました。市内の
セミナーでしらおか支えあいサービスのことを知り、協力会員に登録しました。

Ｑ１．協力会員の活動をはじめたきっかけはどのようなことですか？

Ａ２．庭そうじ、草とりが中心です。
Ｑ２．現在の主な活動内容を教えてください。

Ａ３．これまでよりも晩酌をおいしく感じるようになりました（笑）。
Ｑ３．協力会員として活動をして、良かった点は何ですか？

　しらおか支えあいサービスでは、現在13名の協力会員が活動しており、市内でお手伝いが必要なかた
の生活を支えています。みなさんも仲間になりませんか。興味のあるかた、どんなことでも結構ですの
で、ぜひお問い合わせください。
　お忙しい中、インタビューに応じてくれた戸塚さん、稲垣さん、ありがとうございました。

Ａ１．介護サービスを利用するほどではなくても、自宅での生活にちょっと手を貸し
てほしい場面がある高齢者がたくさんいらっしゃるのではないかと思います。そのよう
なかたが普通に生活できるように、お役にたてればと思い、協力会員に登録しました。

Ｑ１．協力会員の活動をはじめたきっかけはどのようなことですか？

Ａ２．住居のそうじ、草とりです。
Ｑ２．現在の主な活動内容を教えてください

Ａ３．草とりなどで体を動かすので、体力の維持に役立っていると思います。
また、自分が活動日に体調不良などにならないよう、健康管理にも気をつかうように
なりました。

Ｑ３．協力会員として活動をして、良かった点は何ですか？

協力会員インタビュー

稲垣さん

戸塚さん

● ●

●●

久喜方面

蓮田方面

ファミリー
レストラン ガソリン

スタンド

薬局
自動車店

八幡公園

コミュニティセンター

白岡駅入口

白岡市立ありの実館

回収されたものはどこへ??・・・一例を紹介します。

県道さいたま栗橋線

3



令和 2年 2月 1日発行社協だより しらおか 第94号（4） 令和 2年 2月 1日発行 社協だより しらおか 第94号（5）

・社協が運営する障がい福祉サービス事業所「市立ありの実館」では毎月１回、古着市
を開催しています。衣類はすべて１着50円と、かなりリーズナブルです。

　売り上げは利用者の工賃として支給され、障がいがあるかたの生活に利用されます。
みなさまぜひ、一度お立ち寄りください。思わぬ掘りだしものに出会うかも知れませんよ。

随時、社会福祉協議会の窓口（はぴすしらおか）までお持ちください。
受付時間：平日午前8時30分～午後5時15分

　「梅の実」は、主に使用済み切手の回収に取り組むボランティアグループです。回収した切手は、日本
キリスト教海外医療協力会に届けられます。換金され、バングラディッシュやタンザニアに医療スタッフ
を送る活動資金や、現地医療スタッフの奨学金に充てられます。

梅の実のみなさん

ボランティアグループ「梅の実」におじゃましました。ボランティアグループ「梅の実」におじゃましました。

古着市を開催しています古着市を開催しています

古着と雑貨を販売しています。

日にち：毎月第２火曜日
時　間：午後１時～2時
場　所：白岡市立ありの実館
　　　　（白岡市白岡805－2）
※駐車スペースに限りがありますので、
　徒歩、自転車等でお越しください。

ありの実館
古着市
ありの実館
古着市

古着、ダンボール、アルミ缶、使用済み切手、外貨（コイン）
社会福祉協議会では、以下のものを回収しています。

活動日：第1、第2、第3木曜日
時　間：午後1時30分～3時
場　所：はぴすしらおか

ボランティアグループ「梅の実」

使用済みの切手があ
りましたら、

ぜひお持ちください
。一緒に活動

するメンバーも募集
しています。

しらおか支えあいサービスしらおか支えあいサービス
協 力 会 員 募 集協 力 会 員 募 集

　しらおか支えあいサービスは、高齢者などのちょっとした生活上の困りごと
（掃除、ゴミ捨てなど）を、地域のかたがお手伝いする仕組みです。現在、
お手伝いしてくださるかた（協力会員）を募集しています。

謝礼：１時間につき500円謝礼：１時間につき500円
・活動日、内容は相談に応じます。ご都合にあわせて活動できます。
・ご自身の得意なこと（掃除、庭木の手入れ等）を活かして活動できます。
・資格などは特に必要ありません。
・活動の際には保険に加入するので、万一の場合も安心です。（加入料は社会福祉協議会が負担）

活動内容例：掃除、窓ふき、ゴミ捨て、草取り、電球交換、衣類の整理
※活動において疑問が生じた場合などは、担当職員がサポートいたします。

　今回は、しらおか支えあいサービスの協力
会員として活躍しているかた、お二人にお話
を伺いました。

Ａ１．定年退職をきっかけに、新たな仕事や活動の場を探していましたが、どう
せならば自分の時間を何か「公共的な」ことに使いたいと思っていました。市内の
セミナーでしらおか支えあいサービスのことを知り、協力会員に登録しました。

Ｑ１．協力会員の活動をはじめたきっかけはどのようなことですか？

Ａ２．庭そうじ、草とりが中心です。
Ｑ２．現在の主な活動内容を教えてください。

Ａ３．これまでよりも晩酌をおいしく感じるようになりました（笑）。
Ｑ３．協力会員として活動をして、良かった点は何ですか？

　しらおか支えあいサービスでは、現在13名の協力会員が活動しており、市内でお手伝いが必要なかた
の生活を支えています。みなさんも仲間になりませんか。興味のあるかた、どんなことでも結構ですの
で、ぜひお問い合わせください。
　お忙しい中、インタビューに応じてくれた戸塚さん、稲垣さん、ありがとうございました。
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Ｑ１．協力会員の活動をはじめたきっかけはどのようなことですか？

Ａ２．住居のそうじ、草とりです。
Ｑ２．現在の主な活動内容を教えてください

Ａ３．草とりなどで体を動かすので、体力の維持に役立っていると思います。
また、自分が活動日に体調不良などにならないよう、健康管理にも気をつかうように
なりました。

Ｑ３．協力会員として活動をして、良かった点は何ですか？

協力会員インタビュー

稲垣さん

戸塚さん

● ●

●●

久喜方面

蓮田方面

ファミリー
レストラン ガソリン

スタンド

薬局
自動車店

八幡公園

コミュニティセンター

白岡駅入口

白岡市立ありの実館

回収されたものはどこへ??・・・一例を紹介します。

県道さいたま栗橋線
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　社会福祉協議会では、市内で新たに福祉活動を始める団
体に対し、活動費の助成を行っています。
助成額：上限5万円
対象団体：以下のすべてに該当する団体
　①市内を中心に活動し、市民を主な対象として事業を行
う団体

　②会則などを定めて継続的に活動している法人格を有さ
ない団体

　③年度を定め、継続した会計を行っている団体
　④白岡市社会福祉協議会財源による他の助成を受けてい
ない団体

対象事業：通年または令和2年4月1日から9月30日までの
期間に実施する、次のいずれかにあてはまる事業（10月1日
以降に実施する事業は後期日程で申請を受け付けます。）
　(1)高齢者福祉の向上を図るための新規事業
　(2)児童の健全育成や子育て支援に関わる新規事業
　(3)障がい者の社会参加や自立を支援する新規事業
　(4)自主的な新規の社会福祉事業
申請方法：所定の申請書により、社会福祉協議会の窓口で
申請してください。複数の添付書類が必要ですので、必ず
事前にご相談ください。
申請期限：令和2年２月28日(金)

　埼玉県社会福祉協議会では、小中学生を対象に
「感謝と成長のエピソード」作文コンクールを開
催しています。今年は市内で111作品の応募があ
り、審査の結果、審査員特別賞１名、優秀賞２
名、金賞８名、銀賞４名のかたが受賞されまし
た。多くのご応募をいただき、ありがとうござい
ました。

▶対象となるボランティア活動
　　自発的な意思により他人や社会に貢献する無償
のボランティア活動で、社会福祉協議会が認めた
活動

▶補償内容
　　ボランティア活動中の急激かつ偶然な事故によ
り自らケガをされた場合や他人にケガをさせたり、
他人の物を壊したことで法律上の損害賠償責任を
負った場合に保険金をお支払いします。

▶補償期間
　令和2年4月1日午前0時～翌年3月31日午後12時
　※中途加入の場合は、加入手続きの翌日からとなります。

▶保険料（年度ごと）

※保険金をお支払できない場合もありますので、詳しくは加入
　時にお渡しする案内書でご確認ください。

３月９日㈪から
令和２年度ボランティア活動
保険の加入受付を開始します

３月９日㈪から
令和２年度ボランティア活動
保険の加入受付を開始します

令和2年度（前期）
福祉活動助成金交付申請受付中
令和2年度（前期）
福祉活動助成金交付申請受付中

350円
500円

基本プラン
天災・地震補償プラン

作文コンクール受賞作文コンクール受賞
おめでとうございます。

受賞者名……………………………………
<小学生の部>
 審査員特別賞
　大山小学校６年　本澤卓弥さん
　　　　「支え合って生きていく」
<中学生の部>
 優秀賞
　篠津中学校３年　佐久間葵さん
　　　　「私にできることは・・・」
 優秀賞
　篠津中学校３年　本澤未悠さん
　「信頼関係から成るボランティア活動」  

福祉サービス利用援助事業

　生活をしていく上で、一人で判断することに不安のある高齢者や知的障がい、精神障がい
のあるかたが安心して生活が送れるように、定期的にご訪問し、福祉サービスの利用の援助
や暮らしに必要なお金の出し入れのお手伝いをします。

対　象　者：判断能力の不十分な高齢者、知的障がい、精神
障がいのあるかた

サービス内容：福祉サービスの利用をお手伝いします。こちら
が基本となります。その他、日常生活上の手続
き援助、日常的金銭管理、書類等預かりサービス
のオプションがあります。

利 用 方 法：訪問をしてお話を伺います。お手伝いの内容を
考え、契約を結びます。（契約前の相談は無料）

利 用 料 金：１回１時間まで800円。（以後30分ごとに400円
が加算されます）

※書類等預かりサービスは利用料500円（1ヵ月）が別途かかります。

 生活福祉資金
《資金の種類と概要》
　低所得者や高齢者、障がい者世帯の生活を経済的に支え、世帯の自立を促進するために貸し付ける
資金です。
①総合支援資金…失業等により、生活の維持が困難になった世帯が生活の立て直しを図るために必要

な費用を貸し付ける資金です。
②福 祉 資 金…「生業を営む」「住宅改修」「転居」「障害者世帯の自動車購入」等、日常生活を送る上

で一時的に必要な費用を、貸し付ける資金です。
③緊急小口資金…緊急かつ一時的に世帯の生計維持が困難となった場合に必要な費用を、貸し付ける

資金です。
④教育支援資金…学校の修学費用を、貸し付ける資金です。
⑤不動産担保型生活資金…今お住まいの居住用不動産を担保に、生活費を貸し付ける資金です。

 臨時特例つなぎ資金
《資金の概要》
　離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、
当該給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を貸し付ける資金です。

 白岡市社会福祉協議会福祉資金
《資金の概要》
　臨時的出費又は収入欠如等のため生活を脅かされ、又はその恐れがある低所得者等の世帯の生活を
維持するために応急的な資金を貸し付ける資金です。
※いずれの資金も、申請にあたっては条件や審査があり、ご希望に添えかねる場合もあります。まずはご相談ください。

埼玉県社会福祉協議会からの委託で行っている貸付制度

白岡市社会福祉協議会が独自に行っている貸付制度

生活福祉資金等貸付生活福祉資金等貸付

お気軽にお問
い合わせくだ
さい。契約前
の相談は無料
です。

契約が決まった
ら「生活支援員」
が定期的に訪問
して支援計画の
とおりにお手伝
いをします。

ふれあい・いきいきサロン紹介
 ふれあい・いきいきサロンは、地域において参加
する一人ひとりがともに楽しい時間を過ごしながら
仲間づくりや健康づくりができる場です。見学・参
加されたいかたは当会までお問い合わせください。

オープンカフェ
「おしゃべりと、ゲームと・・・」
　おいしいコーヒーやお茶を飲みながら、おし
ゃべりを楽しむサロンです。メンバー内での麻
雀、将棋、オセロ等のゲームを楽しみに参加す
るかたもいます。同じ地域の住民同士で、気軽
にコミュニケーションや情報交換を行えます。
ふらっと、お立ち寄りください。

開催日：毎週金曜日　時　間：午前10時～午後4時
会　場：東伸団地集会所　参加費：100円　昼食持参

ほん ざわ み ゆ

ほん ざわ たく や

さ く ま あおい
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り、審査の結果、審査員特別賞１名、優秀賞２
名、金賞８名、銀賞４名のかたが受賞されまし
た。多くのご応募をいただき、ありがとうござい
ました。
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　　自発的な意思により他人や社会に貢献する無償
のボランティア活動で、社会福祉協議会が認めた
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▶補償内容
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り自らケガをされた場合や他人にケガをさせたり、
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雀、将棋、オセロ等のゲームを楽しみに参加す
るかたもいます。同じ地域の住民同士で、気軽
にコミュニケーションや情報交換を行えます。
ふらっと、お立ち寄りください。

開催日：毎週金曜日　時　間：午前10時～午後4時
会　場：東伸団地集会所　参加費：100円　昼食持参

ほん ざわ み ゆ

ほん ざわ たく や

さ く ま あおい



社協だより社協だより
2020.2020. 22No.94No.94

令和 2年 2月 1日発行社協だより しらおか 第94号（8）

令和２年２月1日発行 編集・発行 社会福祉法人白岡市社会福祉協議会 白岡市千駄野445（はぴすしらおか内） ☎0480（92）1746　　　　　　　　　　　　　　　 社会福祉法人埼玉県共同募金会白岡市支会　　

　左の数は、白岡市社会福祉協議会の活動を支える、福祉委員
の人数です。社協では小学校区ごとに「支部」を設置しており、
各支部では福祉委員を中心に、地域の特性にあわせた交流活動
などを実施しています。

412人。412人。
昔の遊び（大山支部福祉委員と大山小学校児童）

「社協だより　しらおか」は、
皆さんからの会費や共同募金配分金を
活用して発行しています。

ありがとうございます
お寄せいただきました善意は、
市内の福祉活動に役立たせていただきます。

　日産化学株式会社様では、地域貢献活動の
一環として、地域に密着した福祉基金活動を
行っています。今回、「地域福祉のために」と
のご意向で寄付金を賜りました。車椅子や社
協が運営する施設の備品などの購入に充てさ
せていただきます。

≪寄付・寄贈者≫ 令和元年9月～12月

匿名

千駄野福寿草クラブ 様

㈲岩上ヨミウリサービス 様

㈲岩上ヨミウリサービス 様

埼玉土建宮代支部白岡西分会 様

匿名

匿名

㈲岩上ヨミウリサービス 様

三日月鍼灸指圧院 様

岡泉健玉クラブ 様

㈲岩上ヨミウリサービス 様

健だまクラブひこちゃん 様

小林志郎 様

千駄野福寿草クラブ 様

日産化学株式会社生物科学研究所福祉基金運営委員会 様

515円

2,370円

4,115円

6,646円

5,000円

8,314円

2,030円

4,424円

1,144円

4,850円

6,543円

11,260円

10,000円

2,084円

612,800円

9月

10月

11月

12月

埼玉県社会
福祉大会表彰
埼玉県社会
福祉大会表彰

　令和元年11月28日開催の「令和元年度埼玉県
社会福祉大会」において、山口昭司様が受賞され、
このたび小島卓市長を表敬訪問しました。
　山口様は、長年にわたり白岡市社会福祉協議会
の監事として、適正な事業運営のための指導監査
をいただきました。
　また、故 岡安重夫様が、埼玉県共同募金会会長
表彰を受賞されました。

温かい心

白岡市千駄野４４５　はぴすしらおか

社会福祉法人
白岡市社会福祉協議会

電話０４８０－９２－１７４６

　社会福祉協議会では、視覚障がい等があるかたの
ために、毎月の『社協だより』や『広報しらおか』、『議
会だより』の音声データ（CD、カセットテープ）を無料
でお貸ししています。ボランティア団体「朗読ひまわ
り」のご協力によるものです。ご希望のかたは下記の
連絡先までお問い合わせください。

次回の社協だよりは、
６月１日の発行予定です。


