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募金種別 ご協力いただいた団体、場所等（敬称略・順不同） 募金実績額

戸 別 募 金 行政区 2,685,166 円

街 頭 募 金

白岡市民生委員・児童委員協議会、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、

フードオフストッカー白岡原ヶ井戸店、生鮮市場 TOP 白岡西店、

しらおか味彩センター、社会福祉協議会

193,222 円

学 校 募 金 市内小中学校、白岡高等学校 48,435 円

職 域 募 金 市職員、社協職員、白岡消防署員 13,933 円

クオカード等

募 金

白岡郵便局、ＮＰＯ法人みのり（クローバー）、武蔵野銀行新白岡支店、

市内小中学校教職員、埼玉りそな銀行白岡支店、ケアハウスおおるり、

市職員、白岡消防署、白岡市観光協会、白岡市商工会、

シルバー人材センター、蓮田白岡衛生組合、社協職員

125,000 円

その他の募金 個人、法人募金 6,616 円

ご協力ありがとうございました。

埼玉県共同募金会

白岡市支会だより
赤い羽根赤い羽根共同募金

地域歳末 募金たすけあいたすけあい

【内訳】

募金種別 ご協力いただいた団体、場所等（敬称略・順不同） 募金実績額

戸 別 募 金 行政区 1,439,100 円

特 別 募 金
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、個人等
771,301 円

【内訳】

　ほぼ全額が翌年度の支部社協事業に活用されます。支部社協は小学校ごとに実施されており、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。（事業計画により変更になる可能性があります。）

★地域歳末たすけあい募金のつかいみち

　翌年度の埼玉県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。

★赤い羽根共同募金のつかいみち

3,072,372 円（令和４年 12 月 27 日現在）
令和４年度 赤い羽根

共同募金実績額

3,405,401 円（令和４年 12 月 27 日現在）
令和４年度 地域歳末

たすけあい募金実績額
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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、白岡市社会福祉協議会が

認めた活動。

　ボランティア活動中の急激かつ偶然な事故によ

り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。

対象となるボランティア活動

補償内容

補償期間

保険料（年度ごと）

令和5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。

基本プラン 天災・地震補償プラン 特定感染症重点プラン

350 円 500 円 550 円

※�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。

※�ボランティア活動保険加入カードは、必要であればお渡しし

ますのでお申し出ください。

令 年和 度5

加入受付を開始します

ボランティア活動保険の

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
対 象 者

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。
利用方法

１回１時間まで 800 円。

（以後 30分ごとに 400 円が加算）

※�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。

利用料金

福祉サービスの利用をお手伝いしま

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。

サービス内容

あんしんサポートねっと
（福祉サービス利用援助事業）

　安心して生活が送れるように、定期的に訪問

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。

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。

３月６日 ( 月 ) から

白岡市成年後見サポートセンターから

　ひとりで決めることに不安や心配のある人に代

わって、いろいろな契約や手続きをする“お手伝い”

をしてくれる制度です。

「今すぐに、お手伝いが必要」なかたは　“法定後

見制度”、「今は大丈夫だけれど、将来手伝ってほ

しい」かたは　“任意後見制度”があります。

詳しい内容など、お気軽に☎ 0480-92-1746までご

相談ください。

成年後見制度ってなぁに？

この制度を使うと、あなたの代わりに難しい手続きや申請

などの " お手伝い " をしてくれるよ！

この制度を使うと、

どんな“お手伝い”を

してくれるのかしら？

　「しらおか生活相談センター」は、経済的な問題

をはじめ、生活に不安や困りごとを抱える方のた

めの相談窓口です。

当センターへの来所が難しい場合は、支援員がご

自宅などを訪問し、お話を伺うこともできます。

お気軽にご連絡ください。

しらおか生活相談センター
（自立相談支援機関）

収入が少なく、

生活が苦しい。

困り事をどこに

相談してよいか、

わからない。

電話：0480－９２－１７４６（社会福祉協議会内） 

受付時間：月～金曜日　8：30～17：15（土日祝除く）
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お弁当と笑顔をとどけませんか？
本会では、見守り活動の一環として65歳以上のかた（お一人暮らし、高齢者のみの世帯、

日中お一人で過ごされるかたなど）を対象に、月２回お弁当をお届けしています。

7月に行いました“福祉教育ボランティア養成講座”をきっかけにボランティアグループが立ち

上がりました。白岡市内の子どもたちに福祉学習として、車いす体験を行っています。現在６名で

活動をスタートしておりますが、今後一緒に活動するメンバーを募集しています。

車いすやボランティア経験がない初めてのかたで

も大丈夫です。

子どもが好きなかた、地域に貢献したいかた・・・

ぜひお待ちしています。

ご興味のある方は白岡市社会福祉協議会

☎ 0480-92-1746までお気軽にご連絡ください。
~車いす利用当事者として学校で講演してくださるかたも募集中です~

はぴすしらおか調理室活動場所

●�第１・３木曜日（原則）

●�午前９時〜午後 12時ごろまで
活動時間

はぴすしらおかから市内高齢者自宅活動場所

●�第１・３木曜日（原則）

●�午前11時〜午後12時30分ごろまで
活動時間

メニューを考えたり、食材を買いに

行ったりと、和気あいあいの雰囲気で

活動しています

高齢者とお話しをするのが好きなかた、

地域のために何か活動してみたいかたなど、

大歓迎です♪

一緒に楽しく活動しませんか？

が�　　　　しました！生誕ボランティアグループ「クルボー」

主に 10月〜12月に学校より依頼を受けて活動します日　時

各小中学校及び高等学校場　所

子どもたちとふれあい、

福祉の意識づけに携わっ

てみませんか！

11 月 21 日 2 ～ 4 時間目
篠津小学校車いす体験の様子

～トマトの会メンバー募集～ ～配達ボランティア募集～

　トマトの会（ボランティア団体）のメンバー

さんとして、一緒に活動をしてみませんか？

ご興味のある方は白岡市社会福祉協議会

☎ 0480-92-1746までお気軽にご連絡ください。

　ボランティアさんが作ったお弁当を、ご自宅ま

でお届けする配達ボランティアさんを募集してい

ます。ご興味のある方は白岡市社会福祉協議会

☎ 0480-92-1746までお気軽にご連絡ください。
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活動内容例

有償
ボランティア募 集

しらおか支えあいサービス

　しらおか支えあいサービスは、高齢者などの

「日常生活のちょっとした困りごと」（掃除、ゴ

ミ捨てなど）を、地域のかたにお手伝いしてい

ただく仕組みです。お手伝いしてくださる『協

力会員』のかたを、ぜひお待ちしております！

・�活動日（平日のみ）などは、ご都合にあわせる

ことができます。

・資格などは特に必要ありません。

・�ご自身の好きなこと（掃除、庭の手入れ等）を

活かした活動ができます。

・�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  ★★★★★

★★★★★★★★★★  問合せ  ★★★★★★★★★★

協 力 会 員

興味のあるかた、どんな

ことでも結構ですので、

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（草むしりなど）、電球交換、

衣類の整理

運転手を募集します登録ホームヘルパー募集

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 1,050 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

活動日

水曜日�10 時〜 11時 30 分（春・夏・冬休みはお休み）

※時間が変更になる場合があります。��

場所

コミュニティーセンター、はぴすしらおかなど�

費用

１回 300 円（初回のみ名札代含め 400 円）�

対象年齢�

2019 年 4月〜 2021 年 4月 1日生まれの未就園児�
入園する幼稚園、保育園に限定はありませんので、
どなたでもご参加いただけます。�

問合せ 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

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

勤務時間

１日１時間からＯＫ（土日祝休）

勤務日・時間については応相談�

時給

身体介護　1,650 円

生活援助　1,550 円

*早朝・夕方勤務割増あり

*移動手当・待機手当含む

資格等

介護福祉士�または�介護職員初任者研修修了者以上

（旧�ホームヘルパー２級）

白岡市社会福祉協議会訪問介護事業所

☎ 0480-92-1746
（月〜金曜日　午前8時30分から午後5時15分まで）

l ittle.kazunoko.10@gmail .com に空メールを送ってく
ださい！�※迷惑メール対策をしている方は、メールを
受け取れるよう設定を変更してください。�

りとるかずのコ。 募 集会 員

2019 年４月〜 2021 年４月１日生まれの

未就園児　集まれ！

ベテラン先生、

管理栄養士、

先輩ママたちに悩み

を相談できる 

多くのお友だちと

接して集団になれ、

あいさつや手あそび等

幼稚園・保育園の

慣らしに 
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�ふれあい・いきいきサロンって何？

　お住いの地域で誰でも気軽に参加できる、集い

の場です。仲間づくりや健康づくりをしながら楽

しいひとときを過ごしてみませんか。ふれあい・いきいきサロン

紹 介新規登録
サロン

パークシティ白岡管理センター

集会室で、つながりを大切にし

ながら健康寿命を延ばすことを

目標に、週１回健康体操や脳ト

レを中心に、活動しています。

らく楽体操会

コロナにより、新そば配食に代わっ
て、カップそばとカイロを配り、お
話を伺う機会になりました。

日曜祝日を除いた毎日 6 時 30 分か
らやっています。誰でもお気軽にど
うぞ♪

ちょっと休んだり、お話ししたり…。
ほっと一息ついてみませんか。

盲導犬の役割を、体験しながら学び
ました。

久喜警察署の特殊詐欺についての
話を聞き、石井一座の出し物を楽し
みました。

コロナにより休止していた活動が
再開。キャンドル、ラジオ、万華鏡
を作り、楽しみました。

沖山区民会館で、月２回『明

るく・楽しく健康長寿』をモッ

トーに体操やおしゃべりをと

おして健康・身体づくりをし

ています。

にこにこ体操クラブ うーとら

いこいの場づくり（大山支部）ラジオ体操（篠津支部）高齢者見守り事業 （菁莪支部）

盲導犬講演会（西支部） いきいき交流会（南支部） こどもふれあい広場（白岡東支部）

支部社協とは
白岡市内の各小学校区を活動範囲として、福祉委員さ

んが中心となり、地域の皆さんと協力しながら地域の

つながり・支え合い活動を通じて暮らしやすい地域づ

くりを進めています。
協社部支

あなたのまちの

月１回、東児童館で子育てサロ

ンを開催しています。こども・

ママ同士、季節を感じる遊びや

活動を通してお友達作りをして

みませんか。

白岡市社会福祉協議会　☎ 0480-92-1746　平日 ８:30 ～ 17:15問合せ
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　令和４年 11 月２日開催の「令和４年度埼玉県社会

福祉大会」において、佐々木操様が会長表彰を受賞さ

れました。

　佐々木様は、長年にわたり白岡市社会福祉協議会の

理事として、常に建設的なご意見、リーダーシップを

発揮され、併せて、当法人支部社協の支部長としても

１６年以上、その他、行政区長会会長としても、当法

人が取り組んでいる共同募金運動等に率先してご協力

され、社会福祉事業推進に多大なる貢献をいただいて

おります。

この度、その功績が高く評価され、受賞となりました。

おめでとうございます。
　今年度も、日産化学株式会社様から、社会貢献活動

の一環として「地域福祉のために」とのご意向により

寄附金をいただきました。防災対策事業として災害ボ

ランティアセンターで使用する一輪車などの資機材や

障がい者施設で使用する作業椅子やコーヒー豆の焙煎

機などの購入に充てさせていただきます。

意善 の 付寄 をいただき、

ありがとうございました
（日産化学株式会社様）

埼玉県社会福祉大会表彰

以下のすべてに該当する団体

⑴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

⑵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

⑶年度を定め、継続した会計を行う団体。（年度ごとの事業計画と会計予算を作成し、事業報告と会計決算を行っている）

⑷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

⑸前年度に、福祉活動助成金の交付を受けていない団体（継続期間中の団体は除く）。

対
象
団
体

令和５年７月１日から令和６年３月 31 日までの期間に実施する下記のいずれかにあてはまる事業。

⑴高齢者福祉の向上を図るための事業

⑵児童の健全育成や子育て支援に関わる事業

⑶障がい者の社会参加や自立を支援する事業

⑷自主的な社会福祉・地域福祉事業

対
象
事
業

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。（電話 0480-92-1746）

申
請
方
法

① 5 万円（上限）
※�助成額は対象経費の不足分とし、かつ事業経費の４分の１以上を団体の会費等による自主財源により確保して

いること。

助
成
額

社会福祉協議会では、市内で福祉活動を行う団体に対し、活動費の助成を行っています。

令和５年度  福祉活動助成金の申請を募集します

申
請
期
限

令和５年４月３日（月）から令和５年５月１９日 ( 金 ) まで
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玄関先まで『健康』をお届け 

毎日の健康習慣を
お手伝いします。 

森永東部ミルクセンター 
お陰様で50周年

☎ 0120-250-609

どんぐりくんどんぐりくん

11月

三日月鍼灸指圧院 様 1,886円

山田和輝　様 5,000円

山口昭司　様 米150㎏、じゃがいも   

12月

ホワイトヒルズ　様 3,000円

白岡市グランドゴルフ連盟　様 3,000円

小林志郎　様 10,000円

匿名 4,296円

H・Ｋ　様 13,000円

日産化学株式会社生物科学研究所　様 616,800円

匿名 5,000円

匿名 10,000円

10月

匿名 4,993円

匿名 米10㎏

匿名 25,185円

≪寄付 ･ 寄贈者≫
（Ｒ４年10月～12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。

ありがとうございました。

さっちゃんさん（小３）

どんぐりくんLOVE ♡さん（小５）

りおっぴさん（小３）

ゴールに向かってシュートさん（6 才）

かきぬま みつきさん（小２）

ひまわりちゃんさん（小３）

ステキな
どんぐりくん

をありがとう★

Yukiさん（小２）

応募方法など、
詳しくはホームページまで！

応募方法など、
詳しくはホームページまで！

令和５年２月１日発行（8）社協だよりしらおか 第103号




