




９ お家でできるボランティアその１

～「どんぐりくん」でふくしを盛り上げよう～

白岡市社会福祉協議会のマスコットキャラクター「どん

ぐりくん」の手作りグッズを募集します。自宅で作った

ものを社会福祉協議会までお持ちください。一緒に地域

福祉を盛り上げましょう！

例：フェルトや折り紙で作った人形など

募集期間：～8/31まで

　今年は 10 のプログラムを
開催します。参加してみたい
プログラムには、積極的に参
加をしてみましょう。

るべらえ
１ 東児童館

活動日 7/17（日）・7/18（月・祝）

時　間 午後２時～午後５時

内　容 「夏のお楽しみ会」のお手伝い

持ち物 動きやすい服装、エプロン、上履き、飲み物

定　員 �各３名

対　象 高校生から

２ 西児童館

活動日 7/16（土）・8/６（土）

時　間 午前９時～午後１時

内　容 「陶芸教室」のお手伝い�

持ち物 動きやすい服装、ハンカチ、飲み物

定　員 �各２名

対　象 中学生から

～ぞうきんを作って寄付しよう～

手作りのぞうきんを募集します。自宅で作ったものを社

会福祉協議会までお持ちください。集まったぞうきんは

必要な市内保育園などに寄付します。

募集期間：～8/31まで

たくさんのご参加
お待ちしています♪

♪

３ 絵手紙体験

活動日 ７/2５（月）

時　間 午前10時～正午

場　所 はぴすしらおか�会議室 3・4・5

内　容 絵手紙を描いてみよう

持ち物 筆記用具、飲み物

定　員 �20名

対　象 小学１年生から

５ 点　字　体　験

活動日 ７/28（木）

時　間 午前10時～正午

場　所 はぴすしらおか�会議室６・７

内　容 点字を体験してみよう

持ち物 筆記用具、飲み物

定　員 �10名

対　象 小学３年生から

４ 絵本の読み聞かせ体験

活動日 ７/27（水）・８/１（月）※両日参加

時　間 午前１０時～正午

場　所 はぴすしらおか�会議室６・７、東児童館

内　容 絵本の読み聞かせ練習と発表

持ち物 筆記用具�、飲み物

定　員 �７名

対　象 小学３年生から

７ 手話体験

活動日 ８/４（木）

時　間 午前10時～正午

場　所 はぴすしらおか�会議室 3・4・5

内　容 手話を学んでみよう

持ち物 筆記用具、飲み物

定　員 �20名

対　象 小学１年生から

６ 人形とあそぼう

活動日 ７/29（金）

時　間 午前10時～正午

場　所 はぴすしらおか�会議室 6・7

内　容 人形劇の練習・簡単な発表

持ち物 筆記用具、飲み物

定　員 �５名

対　象 小学４年生から

８ 使用済み切手整理体験

活動日 ８/18（木）

時　間 午前10時～正午

場　所 はぴすしらおか�会議室�６・７

内　容 使用済みの切手をはさみで切る簡単な内容です♪

持ち物 筆記用具（はさみ）、飲み物

定　員 �10名

対　象 小学１年生から
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市内の小中学校及び高等学校を社会福祉協力

校に指定して福祉体験に取り組んでいます。

社協では、ボランティア団体や個人ボランティ

アとの調整や福祉機器の貸出を行いました。

手話体験

点字体験

耳が聞こえないということは、人から遠

ざかることになると聞いて、大変だなと

思いました。今後耳が聞こえない方が

困っていたら、私にできる最大限のこと

をして手助けをしたいと思います。

車いすを利用している方々は街中で

階段や歩道橋など、様々な問題があ

るのかと考えました。社会がより車

いすの方々に過ごしやすくなってい

けばいいなと思いました。

「目が見えないと、できないことが多い」

というイメージがあったけど、話を聞い

てできないことだけじゃないということ

が分かりました。街中で何か協力できる

ことがあればしたいと思いました。

生徒の感想

生徒の感想

生徒の感想

点字は右から打って、左から読むということに驚きました。

点字は普通の文字と結構違うので、目を閉じ

ていたら読めないと思います。目の不自由な

人たちはそれを普通に読んでいるので本当に

すごいなと思います。

生徒の感想

を考えるだんの らしの あわせふ く し

育教祉福
手話体験：手話サークルありの実会

　　　　　聴覚障害者協会

点字体験：てんとう虫

ガイドヘルプ体験：個人ボランティア

車いす体験：社協職員

ガイドヘルプ体験

講師

令和３年度　白岡中学校での福祉体験のようす

車いす体験

小中学校の福祉教育（車いす体験）で車いすの操作の仕方などを教えてくださる

ボランティアを養成します。詳細は決まり次第、社協HPに掲載します。

福祉教育ボランティア養成講座 の 参 加 者 募 集 ！
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社会福祉協議会（社協）は地域福祉の推進を図ることを目的とした民間の非営利の福祉団体です。近年、

ひとり暮らしの高齢者や生活困窮者の増加など社会構造や生活、暮らしの変化に伴い、福祉課題も複雑化・

多様化しております。そのような福祉ニーズに対応するべく、本会では、地域住民やボランティアの皆さ

んと協働して地域に密着した様々な事業を展開しています。会員とは、社協の活動趣旨にご賛同いただき、

地域福祉活動を資金面から支えていただく方々です。会費を納めていただくことで福祉活動に参加してい

ただいております。「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」の実現のため、ぜひ、

ご協力をお願いいたします。

★★★★★ えがおのどんぐりくん募金（会費） ★★★★★

に　　　　　　お願いいたします集募員会 力協ご令和
４年度

個人 または 世帯

年　額

一般会員：600円
個人、世帯 または 法人等

年　額

賛助会員：5,000円
個人、世帯 または 法人等

年　額

特別会員：3,000円

夏休みボランティア体験講座（梅の実）

福祉活動助成事業（令和クラブ） 福祉車両の貸し出し 地域交流会（西支部社協）

会費を財源とした主な事業
◎支部社協活動の育成　◎いきいきサロン活動の援助

◎福祉活動に対する助成　◎福祉教育の支援　

◎ボランティアの育成、コーディネート

◎介護ベッド、車いす、福祉車両の貸し出し　

◎成年後見制度利用促進事業〔７月から実施の新規事業〕など

≪実施予定≫

令 年和 度４

※窓口（平日 午前８時 30 分～午後５時 15 分　はぴすしらおか内）では、年間を通してご加入いただけます。

一人ひとりの想いを福祉のまちづくりへ一人ひとりの想いを福祉のまちづくりへ

会員募集 は を強化月間として行政区を通じて実施いたします７月７月
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白岡市立東ありの実館

白岡市爪田ケ谷５２－３ 

☎0480（92）7940

4 月６日、春の温かい日差しの中、八幡公園に行き、

2年ぶりに桜を感じてきました。久しぶりの外出に皆

さん表情がほころび、公園の中をゆっくりと散策し、

穏やかな時間を過ごしてきました。

新型コロナウイルスは、まだまだ完全な収束とはいき

ませんが、少しずついろいろな活動の

再開をし始めています。みんなで一緒

に写真をとり、リフレッシュができ

て、笑顔満開になりました。

を感じてきました

実のりあ 館東市 立岡白

しますを送迎運転手 募集

実のりあ 館

これからの季節にアイスコーヒーはいかがですか。

東ありの実館ではアイス用のコーヒーを販売いたしております。

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。

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。

春春
より・・・

市 立岡白

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

運転業務（施設～自宅の送迎）

車イスリフト付き福祉車両

1,000円

普通運転免許証資　　格

週２日から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

勤 務 日

事 業 所

勤務内容

使用車両

時　　給

●�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

勤務時間

①白岡市立ありの実館　☎0480-92-4968
②白岡市立東ありの実館　☎0480-92-7940
平日の午前８時 30分から午後５時 15分まで

問 合 せ
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事業資金� 248,340千円 事業経費� 190,075千円

①会費収入� 5,256千円
②補助金収入� 51,899千円
③寄付金収入� 452千円
④受託金収入� 33,721千円
⑤事業収入� 1,983千円
⑥負担金収入　� ５千円
⑦介護保険事業収入� 4,386千円
⑧障害福祉サービス等事業収入� 78,362千円
⑨白岡市地域生活支援事業収入� 360千円
⑩貸付事業収入� 600千円
⑪その他の収入� 63千円
⑫前期繰越金� 71,253千円

①法人運営事業　� 52,963千円
②地域福祉活動推進事業� 5,758千円
③在宅福祉活動推進事業� 1,954千円
④ボランティアセンター事業　� 1,414千円
⑤福祉サービス利用援助事業　� 882千円
⑥生活福祉資金貸付事業� 980千円
⑦市社協福祉資金貸付事業� 1,003千円
⑧生活困窮者自立相談支援事業� 11,391千円
⑨重層的支援体制整備事業� 11,556千円
⑩成年後見制度利用促進事業� 7,145千円
⑪介護保険事業� 6,098千円
⑫障害福祉サービス事業� 13,206千円
⑬指定管理受託事業� 67,323千円
⑭その他による支出� 8,402千円

令和４年度

事業計画・予算

市立ありの実館・東ありの実館管理運営事業（白岡市指定管理受託事業）

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　③福祉活動助成事業　④福祉教育事業　⑤防災対策事業　

⑥備品貸出事業

法人運営事業
①法人運営事業　②会員募集事業　③広報啓発事業　④白岡市地域福祉活動計画推進事業�

⑤日本赤十字社会員募集事業（新規：白岡市との業務協定に基づく事業）

在宅福祉活動推進事業
①福祉機器貸与事業（療養ベッド・車いす）　②配食サービス事業　③障がい者移動支援事業　

④音訳・点訳物配付事業　⑤しらおか地域生活支えあいサービス事業　

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）⑦法外緊急援護事業

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）

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）

重層的支援体制整備事業（福祉の総合相談窓口）（新規：白岡市委託事業）

成年後見制度利用促進事業（白岡市成年後見サポートセンター）（新規：白岡市委託事業）

ボランティアセンター事業
①ボランティアセンターの適正かつ発展的な運営　②ボランティア保険加入の推進

③ボランティア体験講座の開催　④ボランティア養成講座の開催　⑤ボランティア活動者・団体の育成　

⑥ボランティア情報の発信　⑦ボランティア連絡会と連携したボランティア活動の推進

⑧ボランティア連絡会と連携したボランティア活動の推進

貸付事業　①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）　②市社協福祉資金貸付事業

訪問介護事業　①訪問介護事業　②第１号訪問事業　③居宅介護事業　④移動支援事業　⑤その他、子育て支援事業等

［重点目標］

①地域福祉活動計画の推進

②活動基盤強化のための広報啓発の推進と会員加入促進

③�支部社協活動、サロン活動、ボランティア活動などの地域福祉活動の更なる推進と充実

④住民協働による、しらおか地域生活支えあいサービス事業の充実

⑤�生活困窮者自立相談支援事業及び重層的支援体制整備事業等を活用した相談支援体制の強化

⑥成年後見制度利用促進事業に向けた体制の充実

⑦市指定管理受託事業の運営の更なる改善
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