※社会福祉協議会は、社協 の愛称で親しまれています。
〜 あなたの身近に役立つ福祉情報 〜

第103号

５

平成26年

月

年6回発行
5月、7月、9月、11月、
1月、3月

いきがい作品展・ボランティア見本市・ミニ商店街
いきがい作品展

と

市内在住の高齢者や障がい者が制作した作品を展
示します。作品づくりの体験コーナーもあります！

出展募集

出展内容：陶芸、編物、絵手紙、俳句、書道、
華道、写真など
申 込 み：出展希望者は５月２３日（金）までに、
社会福祉協議会窓口へ。
TEL 048-597-2100 FAX 048-597-2102

6月1日●
日

き：

午前10時～午後３時
ところ：鴻巣市総合福祉センター

ボランティア見本市
“ボランティアの輪を広げよう”
市内の約３０のボランティアグループが一堂に会して
日頃のボランティア活動を紹介します。

ミニ商店街
こうのす若手商業者同好会が
惣菜や野菜などを販売します！

!!

来場者に綿あめをプレゼント！
さらにスタンプラリーに参加すると、お花もプレゼント！

参加者募集
!!

ふれあい運動会２０１４
今年も「ふれあい運動会」を開催します！
障がいのある人もない人も、みんなで楽しく
汗を流し、交流を深めましょう！
対象者：市内在住の障がい者、高齢者、ボランティア
定 員：５００名
申込み：５月２３日（金）までに
吹上地域福祉センターへ。
TEL 048-548-6664 FAX 048-548-6673

と

6月8日●
日

き：

午前10時～午後２時
ところ：コスモスアリーナふきあげ
メインアリーナ

ご参加・ご来場お待ちしています！
☆社協だよりは､「社会福祉協議会会費」及び「赤い羽根共同募金」を活用し、自治会のご協力により配布されています｡

発行

社会福祉法人

鴻巣市社会福祉協議会

〒365‐0062 鴻巣市箕田4211番地１（鴻巣市総合福祉センター内）TEL 048‐597‐2100 FAX 048‐597‐2102
ホームページ http://www.konosu-syakyo.or.jp/

第２次 鴻巣市地域福祉計画
鴻巣市社会福祉協議会地域福祉活動計画
社会福祉協議会では、市と一体的に「第２次鴻巣市地域福祉計画並びに鴻巣市社会福祉協議会地域福祉
活動計画」を策定しました。
核家族化に加えて少子高齢化が進行するなか、誰もが住みなれた地域で、健康で、生きがいをもって自
立した生活を送るために、支え合う地域を再生し、地域福祉を推進する計画です。
誰もが支える側にも支えられる側にもなるという地域福祉の考え方を広め、互いに思いやりの心で支え
合い、市民が主役となり地域の福祉課題の解決に向けて参画する福祉のまちづくりを目指します。

基本理念

～人輝く

思いやりのあるまちづくり～

地域住民が互いに声をかけ合い、交流し、豊かな人間関係を構築していくなかで、年齢や性別、障がい
の有無などに関係なく、一人ひとりの個性や人間性が尊重され、その人らしく生涯輝いて暮らせるまちを
目指します。

計画期間

平成26年度～平成30年度

重点取組み
①

支部社会福祉協議会活動の推進と支援
地区の生活福祉課題に住民が主体となって取組む支部社会福祉協議会づくりを目指します。
② 生活福祉課題の早期発見（見守り活動）と専門機関との連携、社会的孤立者への対応
 地域コーディネーターや福祉見守り員を設置し、民生委員・児童委員と連携した見守り活動の充実を
図ります。
③ 生活困窮者の自立支援
 生活困窮者自立支援法（平成27年４月１日施行予定）に基づき、生活困窮者への自立相談支援や就労
支援を推進します。
④ 災害時要援護者支援の促進
災害時要援護者台帳を整備し、災害時要援護者避難支援プランの策定を推進します。
⑤ 気軽に集まれる居場所（サロン）づくり
地域の実状に即した多種・多様なサロンづくりを促進します。
※計画書は、市及び社会福祉協議会のホームページでご覧いただけます。

社会福祉協議会会員募集へのご賛同をお願いします
～７月は会員募集月間です!!～
◆社会福祉協議会とは？
社会福祉協議会（愛称『社協』
）は、社会福祉法に基づく民間の社
会福祉団体です。全国・県・市町村の単位で組織されており、さまざ
まな福祉活動を住民の皆さまと共に進めながら「地域福祉推進」の中
心的な役割を担っています。
社協の会員制度は、地域福祉を推進する事業の財源として活用させ
ていただくとともに、住民の皆さまの地域福祉への関心の向上と主体
的な参加による「住みよいまちづくり」を目指すものです。

◆会員の種類と募集方法
□個人会員：年会費500円（複数口可）
自治会・町内会を通じて募集いたします。
□法人会員：年会費3,000円（複数口可）
事業所へご案内のお手紙を送付させていただいています。
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会費活用の仕組み図
個人会員

500

法人会員

3,000

円

円

300円 200円

社会福祉協議会
地域福祉推進の財源として
社会福祉協議会が実施する
地域福祉事業に活用

支部社会福祉協議会
小地域福祉活動育成助成金として支部社
会福祉協議会が行う地域福祉事業に活用

平成26年度 鴻巣市社会福祉協議会 事業計画 および 収支予算
事業計画
〔法人運営事業〕
○理事会・評議員会・監事会の運営
○自主財源増強の推進（会員募集等）
○ホームページの更新

〔ボランティア活動普及事業〕
○ボランティアセンターだよりの発行
○ボランティア養成講座
○ボランティア見本市
○友愛電話
○災害ボランティアセンターの設置への準備・訓練

〔地域福祉推進事業〕
○地域福祉活動計画の推進
○支部長会議の開催及び支部社協活動の支援
○地域コーディネーターによる住民福祉活動の推進
○地区懇談会及び支部福祉委員会への支援
○サロン活動リーダーの養成及びサロンボランティア
の情報交換会
○小地域福祉活動の推進
○食事サービス事業、配食サービス事業、給食配達
サービス事業
○ふれあい里親運動
○世代間交流スポーツ事業
○被災地応援事業
○世代間交流「しめ縄づくり交流会」
○手話奉仕員養成講習会
○車いす貸出事業

〔指定管理者制度〕
○総合福祉センター管理運営事業
○吹上福祉活動センター管理運営事業
○学童保育室管理運営事業
（屈巣学童保育室、広田学童保育室、共和学童保育室）
○共和こども交流の家管理運営事業
○高齢者福祉センター管理運営事業
（白雲荘、コスモスの家、ひまわり荘）
〔受託事業〕
○手話通訳派遣事業
○重度心身障害者福祉タクシー事業
○重度心身障害者自動車燃料費助成事業
○障害者用送迎自動車貸出事業
○視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業
○介護保険要介護認定訪問調査事業、介護予防支援事業
○福祉サービス利用援助事業（あんしんサポートねっと）

〔共同募金配分金事業〕
○見守り活動の推進及び福祉見守り員研修会の開催
○いきがい作品展
○ふれあい運動会
○「障がい者週間」記念のつどい
○おもちゃ図書館の運営
○子育てサロンの開設
○社協だよりの発行
○ふれあい広場
○地域歳末たすけあい事業
○サロン活動の推進と支援

〔介護保険事業〕
○居宅介護支援事業
○訪問介護事業
○通所介護事業（おれんじはうす）
〔障害者総合支援法によるサービス事業〕
○居宅介護
○重度訪問介護
○同行援護
○移動支援
○障害者支援施設管理運営事業
（あしたば第一作業所、あしたば第二作業所、
吹上太陽の家、川里ポプラ館）

〔資金貸付事業〕
○福祉資金の貸付、生活福祉資金の貸付
〔在宅福祉援助サービス事業〕
○地域支え合い事業「思いやりの輪」
○福祉有償運送事業



※上記は平成26年度事業の一部です。

〔相談事業〕
○心配ごと相談所の開設

収支予算
その他の収入

社会福祉協議会自主財源

1,854千円（0.4％）

（会費・寄付金・共同募金配分
金収入等）
44,928千円（9.5％）

繰越金

82,000千円
（17.2％）

介護保険等収入

（居宅介護支援・通所介護・
訪問介護・総合支援費）

95,034千円
（19.9％）

9,744千円
（2.0％）

予備費

71,045千円
（14.9％）

人件費支出

経理区分間
繰入金支出

219,700千円
(46.1％）

20,592千円
（4.3％）

経理区分間
繰入金収入

20,592千円
（4.3％）

その他の支出

収 入

476,869千円

助成金支出

32,931千円
（6.9％）

市からの財源等

（補助金・受託金）

232,461千円
(48.7％）
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事務・
事業費支出

122,857千円
(25.8％）

支 出

476,869千円

社会福祉協議会 スタッフ
（準職員）募集！
！
先輩スタッフが親切に指導しますので未経験の方でも安心！ 40歳～ 50歳代のスタッフ活躍中
○通所介護施設スタッフ（おれんじはうす：鴻巣市箕田4211-1）
高齢者福祉に理解と関心がある方
時給：８２０円 勤務時間：午前８時３０分～午後５時１５分（フレックスあり） 月～土曜（祝祭日を含む）で、週３日程度
○川里地域学童保育室スタッフ
育児経験のある方（保育士・教員資格をお持ちの方尚可）
時給：８８０円 勤務時間：午後１時１５分～午後７時１５分 月～土曜の間で週３日程度（祝祭日除く）
※夏休み等の長期休暇時は午前７時４５分～午後７時１５分までの間で１日７時間程度（週５日程度）
【共通事項】
募集定員：若干名 対象者：普通自動車運転免許をお持ちの方（年齢不問・60歳未満尚可） 待遇：交通費支給
採用方法：書類選考および面接（試験日は別途連絡） 申込み：５月３０日（金）までに電話連絡（午前９時～午後５時の間）の上、
履歴書（写真貼付）を社会福祉協議会へ提出（郵送可）
※ハローワークへ募集掲載をしており、定員に達している場合もございますが、ご了承ください。
あて先及び問合せ：鴻巣市社会福祉協議会総務課 〒365-0062 鴻巣市箕田4211番地1 TEL 048-597-2100

鴻巣市立屈巣・広田・共和学童保育室アルバイト募集!!
夏休み中、指導員のお手伝いをしていただくアルバイトを募集します！学童保育室で児童と一緒にひと夏を過ごしてみま
せんか？
勤 務 地：屈巣・広田・共和学童保育室
期
間：７月22日（火）～８月29日（金）間の週３日程度（土・日曜日、８月13日（水）～８月15日（金）を除く）
時
給：800円 ※交通費の支給はありません
勤務時間：午前８時～午後６時の間の1日６時間程度
内
容：学童保育室指導員の補助
募集対象：年齢不問 短期大学・高等専門学校・大学生尚可 子どもたちと園庭で走ったり遊んだりできる方
募集人員：各学童保育室2名
申 込 み：６月13日（金）までに電話連絡（午前９時～午後５時の間）の上、本人が履歴書（写真貼付）を社会福祉協議会へ持参
問 合 せ：社会福祉協議会施設課 TEL 048-597-2100

日常生活自立支援事業（あんしんサポートねっと）生活支援員募集‼
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が十分でない方に対して、自立した地域生活が安心して送れるよ
うに福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理等を行う事業です。
専門員が作成した支援計画に基づいて定期的にご利用者宅を訪問し、援助をしてくださる生活支援員を募集します。
応募資格：・２０歳以上の方・平日の昼間に週１回、１時間程度活動が可能な方
・ボランティア活動や福祉に関心を持ち、生活支援員として社会福祉協議会と協力して取り組んでいただける方
そ の 他：活動時間や内容に応じて活動費をお支払します。
埼玉県社会福祉協議会主催の生活支援員研修に参加いただきます。
問 合 せ：社会福祉協議会地域福祉課 TEL 048-597-2100 FAX 048-597-2102

川里ポプラ館「ポプラ館まつり」
施設の活動を多くの方に知っていただくことを目的に「ポプラ館まつり」を開催します。皆さんに楽しんでいただくため、利用者・
保護者・ボランティア・職員一同張り切って準備しています。来館をお待ちしています。
と き：５月３１日（土） 正午～午後２時３０分 ところ：川里ポプラ館（関新田１２７７－２ ふるさと館隣）
内 容：自主製品の販売、模擬店、バザー、体験コーナー、ゲームコーナーほか 問合せ：川里ポプラ館（TEL・FAX ０４８－５６９－２９８６）

〜社協へのご厚意ありがとうございました〜 平成26年2月21日〜平成26年4月20日
（順不同 敬称略）
ユニー㈱アピタ吹上店
こうのす国際交流市民の会
源川民良
鴻巣ライオンズクラブ

石田茂子
10,000円
㈱タナベ建設建友会
20,000円
ラウンドダンスアマリリス会員一同
12,000円
㈱ベルク鴻巣宮前店お客様一同	36,523円
鴻巣敬神会露商組合（県央イベント協会）20,000円
吹上中央幼稚園PTA
10,000円
笠原地区自治連合会、民生・児童委員
29,813円
建設埼玉鴻巣支部笠原分会
10,700円

≪あしたば第二作業所≫
鴻巣ライオンズクラブ
小新井正宏
大塚幸夫

57,083円
97,082円
10,000円
50,000円
10,000円
10,000円
タオル多数

お詫び…第102号の会員募集報告（法人会費）の欄で、次の法人会員の記載もれがありました。
㈲磯部クオリティーサービス 大変ご迷惑をおかけいたしました。
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