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令和３年 10 月１日発行

白
岡

市社協マスコッ
ト

１０月１日より全国一斉で赤い羽根共同募金運動が始まり

ます。「じぶんの町をよくするしくみ」として、高齢者や障が

い者の支援のほか、ボランティア活動や子どもたちへの福

祉教育など、地域の福祉活動に役立てられます。

赤い羽根共同募金運動が
始まります

ステキなどんぐりくん

をありがとう★



赤い羽根共同募金運動に
ご協力お願いします！

・�戸別募金…行政区を通じて各世帯にご協力をお願いし

ています。

・�学校募金…市内学校の児童生徒の皆さんにご協力をお

願いしています。

・��職域募金…市内団体、学校、企業、市役所などの職員

の皆さんにご協力をいただいています。

・��街頭募金…市内団体、学校、企業などにご協力いただ

き、駅前や店頭などでご協力をお願いしています。

社会福祉法人白岡市社会福祉協議会前会長　　秋葉　清一郎　

　白岡市社会福祉協議会会長を退任させていただくに当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。

　私は、平成23年６月19日に会長に就任し、以来10年間、白岡市の社会福祉増進のため、微力ながら努力してまい

りました。その間、大過なく要職を務めることができましたのも、偏に市民の皆様方のご助力ご協力によるところ

と深く感謝しております。　今後とも、白岡市社会福祉協議会への変わらぬご支援をお願い申し上げまして、会長

退任のごあいさつとさせていただきます。

社会福祉法人白岡市社会福祉協議会会長　　野口　仁史

　市民の皆様には、日ごろから本会の事業に格別のご支援・ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

この度、６月29日開催の理事会において白岡市社会福祉協議会の会長に就任いたしました。職務の重責

に身の引き締まる思いでありますが、地域福祉の推進のために、精一杯職務に励む所存でございます。�

　さて、近年、少子高齢化が進み、家族や地域社会のつながりの希薄化も進み、地域福祉課題も複雑・多様化しており

ます。また、新型コロナウイルスの感染対策により、人との交流や外出自粛等、これまで社会福祉協議会が進めてきた

地域福祉活動の制限を余儀なくされ、生活困窮世帯への支援や住民同士のつながりを絶やさないための活動が求め

られております。

　こうした中、本会といたしましては、これらの課題に対し、行政と連携して地域福祉向上に努めているところでご

ざいます。もとより社会福祉法に明記された唯一の民間福祉法人として、市民の皆様と協働して支援の仕組みづくり

を構築するよう努め、「みんなで支えあい、笑顔と温もりがある福祉のまち　しらおか」の実現に向け、役職員一丸と

なり取り組んで参りますので、これまで同様、皆様のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

白岡市社会福祉協議会会長就任あいさつ

白岡市社会福祉協議会会長退任あいさつ

期間　１０月１日　〜　３月３１日

〜じぶんの町をよくするしくみ〜

法外緊急

援護事業

福祉教育事業

配食

サービス事業

いきいき

サロン事業

ボランティア

育成事業

白岡市社会福祉協議会で行う事業（予定）　今年度に集まった赤い羽根共同募金は、翌

年度にその約 50％が白岡市社会福祉協議会で

行う地域福祉事業に配分され、残りの 50％は

県内の福祉施設や団体に配分されます。また、

各都道府県の共同募金会では大規模災害に備

えて募金の一部を災害等準備金として積み立

てており、災害ボランティアセンターの設置

や運営にも役立てられます。

★★★★★  募金は様々な形でご協力いただいています。  ★★★★★
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令和３年度社会福祉協議会会員募集

力協ご ありがとうございました

募金種別 会員数 金額（円）

賛助会員　　（1 口 5,000 円） 56 280,000

特別会員　　（1 口 3,000 円） 258 774,000

一般会員　　（1 口　600 円） 6,650 3,990,400

合計　　　　（9 月 3 日現在） 6,964 5,044,400

　７月を強化月間として白岡市社会福祉協議会の会員募集【えがおのどんぐりくん募金】を実施いたしました。広く市民の皆さんか

らご協力いただいた社協会員の会費（募金）は、当協議会のさまざまな事業で大切に活用させていただいております。

　例えば、児童・生徒の社会福祉への理解と関心を高めることを目的とした『福祉教育』、孤立防止や仲間づくりを目的とした『いき

いきサロン』の推進、等の事業費として活用されています。会員へは年間を通して【はぴすしらおか】の当協議会の窓口にてご加入い

ただけます。

　また、会員募集にあたりましては、行政区長、民生委員・児童委員の皆さま方をはじめ、地域の様々なかたにご協力をいただき誠に

ありがとうございました。

　なお、賛助会員、特別会員にご加入いただいた法人等の皆さまを掲載させていただきました。今後もご支援を賜れれば幸いです。

医療法人ひかり会パーク病院、富田皮膚科、（株）弓木電設社、大林内科、くりはら歯科医院、関口産業（株）、

三和プラント（株）、三昭鋼業（株）、（有）野田寿倉庫、八木橋電設（株）、埼菱運輸（有）、（株）山田設備工業、

（有）小山製茶園、（有）インテリアカジマ、(有)木村住設、（株）菱沼建設、（有）原田設備、関東スコール（株）、

（株）西山電商、山王クリニック、日産化学(株)生物科学研究所、（有）遠藤工務店、白岡タクシー（株）、

プラスワン保険事務所（あいおい保険イースト）、富士見物流（株）、（有）田中興業、近藤クリーニング商会、

アルファイノベーション(株)、白岡工業(株)、白岡中央総合病院、(株)ヤオコー新白岡店、(有)金本運輸、

山本商店、介護老人福祉施設「光乃里」、(株)山﨑精密、（有）石山組

（9月3日）現在・順不同、敬称略賛助会員（法人等）

セブンイレブン白岡千駄野店、(株)シティープラン、アリス、（有）細井美容室、白岡市老人クラブ連合会、

(株)弓木電設社家電部ユーミックス、竹林駐輪所、矢部医院、のもと歯科クリニック、三日月鍼灸指圧院、

白岡市母子愛育会、ソレアード新白岡、プティフール、青雲寺、(有)林表具店、ファーム＆ガーデン白岡、

麦わらぼうし、(有)あすなろ、BARBER SHOP CROWN

（9月3日）現在・順不同、敬称略
特別会員（法人等）

に【えがおのどんぐりくん募金】【えがおのどんぐりくん募金】
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施実 告報彩の国 ボランティア体験プログラム

　今年は小学生、中学生を中心に、延べ２７名の参加がありました。コロナ禍にかかわらず、ご協力いた

だいたボランティアグループのみなさま、そして参加してくださったみなさま、ありがとうございました。

● 手話体験 ●

● 絵手紙体験 ●

● 人形劇体験 ●

絵本の読み
聞かせ体験 

使用済み切手
整理体験 本のよみ方や本のえらび方など教え

てくれてすごくよかった。妹によむと

きも気をつけてよみたいと思いまし

た。（小 3）

新しい自分に

出会えたみたいだね！

しゃべれないひとにあったら、

きょうやったしゅわをつかって

はなしたいとおもいます。（小1）
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地域福祉活動推進事業
①支部社協育成事業　②いきいきサロン事業（助成金交付 3団体）　③福祉活動助成事業（実績なし）　

④福祉教育事業　⑤防災対策事業　⑥備品貸出事業（貸出件数 15件）

訪問介護事業
①訪問介護事業（延べ利用人数223人）　②第1号訪問事業（延べ利用人数12人）　③居宅介護事業（延べ利用人数102人）

④障害者等移動支援事業（延べ利用人数 32人）⑤養育支援訪問事業（白岡市委託事業）（利用人数 3人）

生活福祉資金等貸付事業（埼玉県社会福祉協議会委託事業）
①生活福祉資金貸付事業　②臨時特例つなぎ資金貸付事業　③埼玉県障害者福祉資金貸付事業��④緊急小口資金等

白岡市指定管理受託事業
①就労継続支援Ｂ型事業所（ありの実館・東ありの実館）（3月末利用者数：ありの実館 18名、東ありの実館 17名）

在宅福祉活動推進事業
①福祉機器貸与事業（介護用ベッド　延べ 22件、短期車いす 90件、長期車いす　延べ 28件）　

②配食サービス事業（新型コロナウイルス感染症感染防止のため、手作り弁当の配達は中止し電話での安否確認等を行った。利用者47人、協力ボランティア18人）

③障がい者移動支援事業（貸出利用件数 26件）　④音訳・点訳物配布事業　

⑤しらおか地域生活支えあいサービス事業（利用会員 72人、利用件数 355 件、協力会員 17人）　

⑥彩の国あんしんセーフティネット事業（埼玉県内社会福祉法人による社会貢献活動）（相談件数 1件、支援件数 1件）

⑦法外緊急援護事業（火災見舞金2件、交通費支給13人、食糧支給9人、新型コロナウイルス感染症対策支援クオカード給付件数89件）

ボランティアセンター事業
①各種ボランティアコーディネート及び相談受付（15件）　②ボランティアセンター（はぴすしらおか内）の運営

③ボランティアビューローの予約管理　④登録ボランティア紹介、ポスター掲示　⑤ボランティア専用掲示板とパンフレットスタンドの設置

⑥登録ボランティアグループに対しての助成金の交付（20団体）　⑦ボランティア保険の加入受付（加入者数 783 人）

生活困窮者自立相談支援事業（しらおか生活相談センター）（白岡市委託事業）（新規相談受付件数 348 件）

市社協福祉資金貸付事業（貸付件数 27件）

福祉サービス利用援助事業（あんしんサポートねっと）（埼玉県社会福祉協議会委託事業）（契約者数 11名）

法人運営事業
①法人運営事業（理事会、評議員会、評議員選任・解任委員会の開催、会計監査の実施）　

②会員募集事業（総会員数 7,522 件）③広報啓発事業　④白岡市地域福祉活動計画推進事業　

令和2年度

事業報告・主な事業経費の紹介

事業資金� ２４３，５２６千円 事業経費� １５５，４３４千円

①会費収入�� 5,464千円�
②寄附金収入�� 856千円�
③補助金収入�� 61,921千円�
④受託金収入�� 15,626千円�
⑤貸付事業収入�� 626千円�
⑥事業収入�� 1,750千円�
⑦負担金収入�� 4千円�
⑧介護保険事業収入�� 5,020千円�
⑨障害福祉サービス事業等収入�� 73,205千円�
⑩白岡市地域生活支援事業収入�� 287千円�
⑪その他収入�� 1,214千円�
⑫その他の活動による収入�� 40千円�
⑬前期繰越金�� 77,513千円�

①法人運営事業�� 48,562千円
②地域福祉活動推進事業�� 3,141千円
③在宅福祉活動推進事業�� 1,709千円
④ボランティアセンター事業� �771千円
⑤福祉サービス利用援助事業�� 855千円
⑥生活福祉資金貸付事業�� 2,263千円
⑦市社協福祉資金貸付事業�� 924千円
⑧生活困窮者自立支援事業�� 10,509千円
⑨介護保険事業�� 4,727千円
⑩障害福祉サービス事業�� 13,314千円
⑪指定管理受託事業�� 61,563千円
⑫施設整備等による支出�� 184千円
⑬その他の活動による支出� �6,912千円
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実のりあ 館

白岡市立ありの実館

白岡市白岡８０５－２ 

☎0480（92）4968

ご家庭で不要になった洋服

布類 ( Ｔシャツ等綿混歓迎 ) をお持ちください。

汚れがあってもお洗濯をしたものであれば結構です。

みのりあ珈琲はコロ

ンビア産の豆を使用

し、利用者が欠点

豆を取り除いて丁寧

に自家焙煎している

為、雑味の無いすっ

きりした味わいに仕

上がっています。白

岡味彩センターや東

ありの実館で販売い

たしておりますので、

挽きたての香り豊か

な珈琲を是非一度ご

賞味ください。

≪洋服以外のフェイスタオル・バスタオル・

タオルケット・カバーなど・・・も集めて

います！！≫。

古着
不足しています！

【持ちこみ受付時間】

　平日９：００～１７：００

ご協力よろしくお願い致します

実のりあ 館東市 立岡白

白岡市爪田ケ谷５２－３

☎０４８０－９２－７９４０みのりあコーヒー
好評販売中！
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活動内容例

福祉車両の貸出をおこなっています
利用できるかた

利用方法（登録手続きについて）

利用範囲

社協会員世帯のかたで白岡市にお住まい（市内施設に入所しているかたも含む）の下記のいず

れかに該当するかた

（１）日常的に車いすを使用しているかた（２）歩行が著しく困難なかた

（３）障がいがあり、公共の交通機関での外出が困難なかた

自宅または入所施設から目的地まで

燃料費

15 キロ未 満・・・2 0 0 円
2 5 キロ未 満・・・3 0 0 円
3 5 キロ未 満・・・4 0 0 円

以降走行10キロごとに100円

回 　数

１ヵ月に合計４日間まで利用可

利用料金

維持費（１日 1,000 円）＋燃料費

窓口で相談と登録の申請をしてください。会員未加入の場合は別途年会費（一般会員 600 円）がかかります。登録手

続きに１週間程度お時間をいただく場合があります。審査の後、登録可能な場合は登録証（１年間有効）をお渡しします。

有償
ボランティア募 集

しらおか支えあいサービス送迎運転手を募集します

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。

・ 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）

★★★★★  謝礼：１時間につき５００円  ★★★★★

協 力 会 員

軽自動車 (ホンダ｢N-BOX」)

株式会社シティープラン様寄贈

小型自動車
 (ホンダ｢ブリード」)

（購入資金）
日産化学株式会社福祉基金
赤い羽根共同募金配分金
白岡市社会福祉協議会会費

資格 普通運転免許証

勤務内容 運転業務（施設〜自宅の送迎）

使用車両 車イスリフト付き福祉車両

時　給 1,000 円

勤務時間

午前８時 30 分から午前 10 時 30 分の範囲内

午後２時 30 分から午後４時 30 分の範囲内

お問い合わせ 平日の午前８時 30 分から午後５時 15 分まで

①白岡市立ありの実館　　TEL:0480-92-4968

②白岡市立東ありの実館　TEL:0480-92-7940

活動を通して人のために考え動くことが、自分の健康にもつながる

かもしれません。まずはお気軽にお問い合わせください♪

掃除、窓ふき、ゴミ捨て、簡易な庭の

手入れ、電球交換、衣類の整理

事業所

①障害福祉サービス事業所「白岡市立ありの実館」

　白岡市白岡 805-2

②障害福祉サービス事業所「白岡市立東ありの実館」

　白岡市爪田ケ谷 52-3

勤務日 週２から週３日　※曜日は相談

※土日祝日は休み　ただし、行事等で年数回の出勤あり
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● 応募方法 ●

①イラストサイズ：A4サイズ

②�描いたかたの名前かニックネー

ム（社協だよりに掲載されます）

③�応募者の氏名、住所、電話番号

　イラストの裏面に②③を明記し、

メールか郵送または持参で社会福

祉協議会まで。

〒 349-0215 白岡市千駄野 445　電話 92-1746

※イラストの返却はできません。

※応募多数の場合、掲載されないことがあります。

みんなの

どんぐりくんどんぐりくん

社協だよりに掲載する
「どんぐりくん」のイラストを募集します♪

みんなのイラスト、

まってるよ〜♪

≪寄付 ･寄贈者≫� （Ｒ３年５月〜８月）

　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。

５月

匿名 3,000円

関山千代子歌謡教室　様 23,052円

匿名 10,000円

６月 匿名 1,382円

７月

𠮷田　實　様 米90㎏

下川　孝広　様 車いす1台

匿名 4,142円

ありがとう
ございます

ステキなどんぐりくん

をありがとう★今月の
どんぐりくん

千駄野区
りひとさん
( （５才）)

白岡２西・南区
天音さん （小２）)

野牛１区
そうちゃん （小１）)
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