
facebook
始めました

2022.10No.102

令和４年 10 月１日発行

社協だよりは、共同募金の配分金を一部使用して発行しています。

心の密は絶やさない。

赤い羽根共同募金運動は

スタートです

編
集
・
発
行

Mail  siraoka-shakyou.01@juno.ocn.jp
URL  https://www.shiraoka-shakyo.org

社会福祉法人白岡市社会福祉協議会
社会福祉法人埼玉県共同募金会白岡市支会
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右記の QRコードまたは下記の URLからアクセスしていただくとクレジット
カード決済、コンビニエンスストア支払い、ペイジー等でご寄付いただけます。

URL  https://hanett.akaihane.or.jp/donate/entry/100/11/11246/

インターネットで募金ができるようになりました。



　各家庭で使い切れない未使用食品を持

ち寄り、地域の福祉施設・団体などに寄

贈する活動です。

　ひとり親家庭や生活困窮世帯など、さ

まざまな理由で日々の食品や日用品の入

手が困難な方に対して、企業や団体など

からの提供を受け、身近な地域で無料で

配付する活動（場所）です。

10 月１日から全国一斉に「赤い羽根共同募金運動」が始まります。白岡市で集まった募金は、

白岡市社会福祉協議会で行う地域福祉事業や県内の福祉施設や団体の活動に活用されます。ま

た、災害時には災害ボランティアセンターの設置や運営など、被災地支援にも役立てられます。

皆様の温かいご支援・ご協力をお願いします。

家庭で余っている食品を提供してください。今回、提供いただい

た食品は、【しらおか子育て応援フードパントリー】にすべて寄付し、

生活にお困りの子育て世帯へ無料で配布されます。家庭で食べきれ

ないなどの食品がございましたらご協力をお願いいたします。

★募金は様々な形でご協力いただいています。

★募金は次のような事業に役立てられます（白岡市社会福祉協議会で行う事業（予定））

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。

個 人 募 金 インターネットでの募金にご協力をお願いしています。

ボランティア育成事業

ボランティア団体への育成援助を行い、市内ボ

ランティア活動を推進します。

いきいきサロン事業

高齢者や子育て中のお母さんなど楽しく仲間づ

くりができるサロンの事業費の助成を行います。

福祉教育事業

福祉教育の推進を図るため、市内全小・中学校、

高等学校を福祉協力校に指定し、助成を行います。

法外緊急援護事業

火災被災世帯や行路人等に対する緊急的な支援を

必要に応じて行います。

を� します催開フードドライブ白岡市と

協働で

10月21日（金）  午前 10 時～午後４時日　時

市役所１階　市民ラウンジ場　所

【対　象】

【対象外】

米、乾麺、小麦粉、缶詰、レトルト食品、インスタント食品、

のり、お茶漬け、ふりかけ、各種調味料、飲料、茶葉、菓子類、

粉ミルク、離乳食など

賞味期限が１か月未満のもの、生もの、野菜、果物、冷凍食品、

冷蔵品はお預かりできません。

　 フードドライブとは？

　 フードパントリーとは？

に赤い羽根共同募金運動赤い羽根共同募金運動
ご協力お願いします！
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令和４年７月１日から白岡市社会福祉協議会に「成

年後見サポートセンター」を開設しました。成年後

見サポートセンターは、ご自身が住み慣れた地域で

最後まで安心して暮らせるよう、制度やサービスの

利用を一緒に考え、サポートする窓口です。

障がいや認知症などでご自身で決めることに不安のある人が、さまざまな手続きをする際に

お手伝いする制度（法定後見制度）や、元気なうちから将来に備えて利用する制度（任意後見制度）

などの利用に向けたお手伝いをします。

福祉に関して、

どこに相談

したら良いか

わからない。

引きこもりの

家族について

相談したい。

家族の

介護が負担で

仕事や学校に

行けない。

ご
利
用
方
法
・
相
談
窓
口

ご
利
用
方
法
・
相
談
窓
口

窓口（個室）や電話での相談の他、ご来所が難しい場合には訪問でのご相談も可能です。

来所（予約制）または電話、メールにて行います。事前にご希望日時をご予約ください。

※ご来所が難しい場合には、ご相談ください。

白岡市の公式ホームページでは、メールでの相談も受け付けています。

https://www.city.shiraoka.lg.jp/15173.htm

令和４年７月１日から白岡市役所福祉課と白岡市社会福祉協議

会に「福祉の総合相談窓口」を開設しました。福祉の総合相談窓

口は、福祉に関する様々な相談ができる窓口です。困りごとを伺い、

必要に応じて、関係機関と連携を図りながら、お悩みの解決に向

けたお手伝いや、利用可能な福祉サービスをご案内します。

　  祉の

総合相談窓口

　  岡市成年後見
サポートセンター

福

白

例えばこんなお困りごと

平日（祝日・年末年始を除く）　８：30 ～ 17：15

白岡市役所福祉課 0480-92-1111（内線563・564）　白岡市社会福祉協議会 0480-92-1746

白岡市社会福祉協議会 0480-92-1746　平日（祝日・年末年始を除く）　９：00 ～ 17：00

メール：siraoka-shakyou.01@juno.ocn.ne.jp

お気軽にご相談ください
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実施報告彩の国 ボランティア体験プログラム

西児童館
（陶芸教室のお手伝い）

今年は小学生、中学生を中心に、延べ82名の参加がありました。ご協力いただいた事務所や、ボランティ

アグループの皆さま、そして参加してくださった皆さま、ありがとうございました。

点字はぜんぜん知らなかったけど、

点字がついているものが家にたくさ

んあると知りました。� （小５）

点字体験

切手整理体験

絵手紙体験

手話体験

絵本読み聞かせ体験

私がかいた手紙が誰かに届いてよろ

こばれることを考えると、とっても

うれしいです。� （中２）

お家でできるボランティアで集

まったぞうきん（214 枚）を、保育

所と児童クラブに寄贈しました。ご

協力ありがとうございました。

篠津第三児童クラブ

手作りぞうきん を

寄贈しました

西保育所にて贈呈式

東児童館
（夏のお楽しみ会）
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賛助会員（法人等）

特別会員（法人等）

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） 240 720,000

一 般 会 員 （1口　600 円） 6,839 4,107,200

合 　 　 計 （９月６日現在） 7,135 5,107,200

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』

の推進などの事業費として活用されています。

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

関口産業㈱、三和プラント㈱、三昭鋼業㈱、㈲野田寿倉庫、八木橋電設㈱、埼菱運輸㈲、

㈲石山組、㈲小山製茶園、㈲インテリアカジマ、㈲木村住設、㈲原田設備、関東スコール㈱、

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

あいおい保険イースト、介護老人福祉施設「光乃里」、富士見物流㈱、㈲金本運輸、㈲田中興業、

アルファイノベーション㈱、白岡工業㈱、㈱山﨑精密、山本商店、㈱山田設備工業、㈲あすなろ、

近藤クリーニング商会

セブンイレブン白岡千駄野店、㈱シティープラン、アリス、㈲細井美容室、白岡中央総合病院、

㈱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、白岡市老人クラブ連合会、BARBER SHOP CROWN、
麦わらぼうし、青雲寺、㈲林�表具店、ファーム＆ガーデン白岡、合同会社 Grow、
白岡整形外科

会員へは年間を通して【はぴすしらおか】の本

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・児童委員の皆さんをはじめ、地域のさ

まざま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

後もご支援を賜りますようお願い申し上げます。

令和４年度社会福祉協議会  会員募集

ご協力ありがとうございました

「えがおのどんぐりくん募金」に

（９月６日現在）・順不同、敬称略

（９月６日現在）・順不同、敬称略

（5）社協だよりしらおか 第102号令和４年 10 月１日発行



学費等の捻出が困難な低所得世帯の学生に対し、教

育支援資金貸付（無利子）を実施しています。

世帯収入が一定の基準以下の世帯

※地域・家族構成等で基準が異なります。

20 年以内返 済 期 間

対 象 世 帯

埼玉県社会福祉協議会実 施 主 体

白岡市社会福祉協議会（℡：92-1746）相談・申込窓口

～ 利用にあたっての留意点～

貸付上限額・主な使途

教育支援費 就学支度費

高 校
35,000 円

／月
授業料・

通学定期代

等

500,000 円

※�入学時

　のみ

入学金・

制服代・

教科書代等

短 大・

専門学校

60,000 円

／月

大 学
65,000 円

／月

① 修学する本人が申込者、世帯の生計中心者が連帯

借受人となります。

② 本貸付より優先して利用いただく奨学金（※他制

度）があります。

　※ 埼玉県高等学校等奨学金、日本学生支援機構奨

学金、母子及び父子並びに寡婦福祉資金　等

③ 受験する学校が決まっていれば、入学（合格発表）

前でも申込みができます。※最終審査は合格発表後

④ 申込みは 1 年ごとです。

⑤ 貸付には審査があります。

★対象となる学校と貸付金額

主催　すみれ会（がん患者会）

後援　 白岡市／白岡市社会福祉協議会／白岡市観光協会／

白岡市ボランティア連絡会

〒 349-0215　白岡市千駄野 445

白岡市社会福祉協議会すみれ会  宛て
宛　先

市内及び近隣市町村在住・在勤・在学のかた対象者

こもれびの森多目的ホール

10月15日（土）

午前 10時 30 分から正午まで

100名定　員

郵便はがきに住所、氏名、連絡先を記載し

郵送（グループで申し込みをする場合は、

代表者の住所、氏名、連絡先、参加人数を

記載）

申込み

場　所

日　時

内容① 白岡中央総合病院と地域医療
講演：白岡市中央総合病院 院　　長　橋本 視法�医　師

内容③ がん治療・緩和ケアの体験談
 すみれ会

内容② 地域のがん医療・緩和ケア
講演：白岡市中央総合病院 診察部長　森田 大作�医　師
� 看護副部長　高崎 貴子�看護師

すみれ会

「地域の医療を考えるフォーラム」の開催

あなたの学びたい気持ちを応援します！

貸付の

お知らせ教 資育 金支 援

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

普通運転免許証

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

● 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

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

資　　格

勤 務 日

事 業 所
運転業務

（施設～自宅の送迎）
勤務内容

車イスリフト付き
福祉車両

使用車両

1,050円時　　給

勤務時間

問 合 せ

送迎運転手 を  します募集急募
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令和3年度 事業報告・主な事業経費の紹介

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 7,297

件）　③広報啓発事業（facebook 開設）　④白岡市地域福祉活動計画推進事業

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（助成金交付 5団体）　③福祉活動助成事業（助成金交付 2団体）

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 19件）

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 8件、短期車いす 55件、長期車いす　延べ 25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や防災用品を配達して安否確認等を行った。

利用者 43人、協力ボランティア 21人）③障がい者移動支援事業（貸出利用件数 52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 77人、利用件数 361 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）（実績なし）　⑦法外緊急援護事業（火災見舞金 11件、

交通費支給 15人、食糧支給 12人）　⑧成年後見制度利用促進事業

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（13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 730 人）

訪問介護事業
①訪問介護事業（延べ利用人数183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92人）

④障害者等移動支援事業（延べ利用人数 36人）　⑤養育支援訪問事業（白岡市委託事業）（利用人数 18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　②臨時特例つなぎ資金　③埼玉県障害者福祉資金��④新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、緊急

小口資金等の特例貸付

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 6名）

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）

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 188 件）

市社協福祉資金貸付事業�（貸付件数 20件）

事業資金 253,064千円 事業経費 165,770千円

①会費収入� 5,262千円
②寄附金収入� 1,024千円
③補助金収入� 60,384千円
④受託金収入� 15,651千円
⑤貸付事業収入� 533千円
⑥事業収入� 1,943千円
⑦負担金収入� 4千円
⑧介護保険事業収入� 4,551千円
⑨障害福祉サービス事業等収入� 75,182千円
⑩白岡市地域生活支援事業収入� 294千円
⑪その他収入� 144千円
⑫その他の活動による収入� 0千円
⑬前期繰越金� 88,092千円

①法人運営事業� 66,477千円
②地域福祉活動推進事業� 3,871千円
③在宅福祉活動推進事業� 812千円
④ボランティアセンター事業� 843千円
⑤福祉サービス利用援助事業� 911千円
⑥生活福祉資金貸付事業� 2,906千円
⑦市社協福祉資金貸付事業� 690千円
⑧生活困窮者自立支援事業� 10,385千円
⑨介護保険事業� 4,150千円
⑩障害福祉サービス事業� 13,115千円
⑪指定管理受託事業� 58,734千円
⑫施設整備等による支出� 217千円
⑬その他の活動による支出� 2,659千円
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≪寄付 ･寄贈者≫� （Ｒ４年５月～７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 10,000円

６月

三日月鍼灸指圧院�様 1,750円

匿名 4,600円

関山千代子歌謡教室�様 50,507円

７月 丸山　宣男　様 米60㎏

匿名 切手

ありがとう

ございました。

関山千代子歌謡教室　様

どんぐりくんどんぐりくん

いがらしまいさん（３才）

あかりさん（小１）

いがらしりなさん（５才）

叶さん（小３）

かずさん（小４）

うみままさん（28 才）/ うみくんさん（０才）

広告

応募方法など、

詳しくはホームページまで！
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