
月のイヘント

※社会福祉協議会は、“社協”の愛称で親しまれています。
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☆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｡
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川里ポプラ館（障がい者支援施設）では、施設活動を多く
の皆さん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。皆さんのご来館をお待ちしています。
時　間：正午～午後２時
場　所：川里ポプラ館（関新田１２77－２）
　　　　※ふるさと館、川里グラウンド・ゴルフ場隣接
内　容：自主製品（クッキー）の販売、模擬店、バザー、

作業紹介、ゲームコーナーほか
問合せ：TEL　048－569－２986

今年も「ふれあい運動会」の季節がやってきました！！み
んなで楽しく競技に参加し交流を深めましょう。
時　間：午前１0時～午後２時
場　所：コスモスアリーナふきあげ　メインアリーナ
対象者：市内在住の障がい者、高齢者等
定　員：500名
申込み：５月２１日（火）までに吹上地域福祉センターへ
　　　　ご連絡ください。
　　　　TEL　048－548－6664 ／ FAX　048－548－6673

●いきがい作品展
　市内在住の高齢者や障
がい者が制作した作品
の展示会
　出展内容
　�陶芸、編み物、和紙絵、
手芸、華道、絵手紙など※変更あり

●ミニ商店街
　“こうのすわ花商”による
お惣菜や野菜、パンなど
の販売

●世代間交流「昔あそび交流会」
　“輪ゴム鉄砲”“ベーゴマ”な
ど、懐かしい遊びを体験

　※開催時間　午前１0時～午後１時おまちしてます

●ボランティア見本市
　市内のボランティアグループが一堂に会し
　日頃の活動紹介、発表

作品募集
�自慢の作品を展示されたい方は、５月２4日（金）までに
社会福祉協議会（地域福祉課）へご連絡ください。
TEL　048－597－２１00／FAX048－597－２１0２

※綿あめ及び花等の数には限りが
あります。なくなり次第終了と
なりますのでご了承ください。

来場者に
“ふわふわ綿あめ”

キレイなお花を
もらっちゃおう

遊びに
来てくれた

方

には、駄菓
子の

プレゼント
あり！！

いきがい作品展＆ボランティア見本市 in 鴻巣2日
（日）

9日
（日） ふれあい運動会20198日

（土）

川 里 ポ プ ラ 館
ポ プ ラ 館 ま つ り

時間：午前９時３０分～午後２時３０分　場所：鴻巣市総合福祉センター

市制施行６５周年記念

市制施行６５周年記念

★プレゼント★

★スタンプラリー★



事 業 計 画

収 支 予 算

〔法人運営事業〕
○理事会、評議員会、監事会、
　評議員選任・解任委員会の運営
○自主財源増強の推進（会員募集等）
○ホームページの更新

〔地域福祉推進事業〕
○第3次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

○支部定例会議の開催
○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
の開催支援

○小地域福祉活動育成助成金
○敬老会事業の助成
○福祉団体助成
○地域福祉活動参加促進事業助成金
○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
○世代間交流｢昔あそび交流会」
○被災地応援事業
○手話奉仕員養成講習会（入門）
○車椅子貸出事業
○友愛電話
○災害ボランティアセンター

〔資金貸付事業〕
○福祉資金の貸付、生活福祉資金の
貸付（県社協事業）

○法外援護事業

〔共同募金助成金事業〕
○いきがい作品展
○ふれあい運動会
○おもちゃ図書館の運営
○子育てサロンの開設
○ボランティア活動推進事業
○福祉教育推進事業
○見守り活動の推進及び研修会の開催
○社協だよりの発行
○ふれあい広場
○社会福祉大会
○地域歳末たすけあい事業援護金
○サロン活動の推進と支援

〔ボランティア活動普及事業〕
○ボランティア広報活動
○ボランティア推進会議
○ボランティア講座
○ボランティア活動支援

〔公益事業〕
○成年後見サポート事業

〔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）

〔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

〔受託事業〕
○手話通訳派遣事業
○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、
介護予防支援事業

○生活困窮者自立相談支援事業
○福祉サービス利用援助事業
　（あんしんサポートねっと）
○生活支援体制整備事業

〔指定管理者制度〕
○総合福祉センター・吹上福祉活動
センター管理運営事業

○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
○放課後児童クラブ等管理運営事業
　・広田放課後児童クラブ
　・共和放課後児童クラブ
　・共和こども交流の家

〔障害者総合支援法によるサービス〕
○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

　第１3２号（平成3１年３月発行）において法人会員募集
報告を掲載しておりますが、右記のとおり報告を追加
します。ご賛同いただきありがとうございます。

人件費支出
333,697千円

（63.5％）

事業費・就労支援
事業費支出等

138,767千円
（26.4％）

事務費支出
8,801千円
（1.7％）

助成金支出
 33,815千円

（6.4％）

積立資産支出
5千円

（0.0％）

予備費
10,729千円

（2.0％）

市・県社協等より
（補助金・受託金収入）
264,752千円（50.4％）

積立資産取崩収入
1,649千円
（0.3％）

障害福祉サービス
事業収入

125,363千円
（23.8％）

事業収入・ 
就労支援　
事業収入等
14,575千円

（2.8％）

支 出支 出
525,814千円525,814千円

自主財源収入
（会費・寄付金・共同募金助成金）
35,302千円（6.7 ％）

介護保険事業収入
（居宅介護支援・通所介護・
訪問介護）
74,173千円（14.1％）

繰越金
10,000千円

（1.9％）

収 入収 入
525,814千円525,814千円

（学）吹上学園　吹上中央幼稚園
(有)岡村自動車商会
川里歯科医院

埼玉縣信用金庫鴻巣支店
寺田薬局吹上南店

平成31年度 社会福祉協議会 事業計画および収支予算

平成30年度 社会福祉協議会会員募集報告

順不同・敬称略

（抜粋)
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平成３０年度 共同募金実績報告

　赤い羽根共同募金は、埼玉県
共同募金会を通じて、県内の民
間社会福祉活動に助成されるほ
か災害が発生した際の被災者支
援のために積立てられます。社
会福祉協議会も助成を受け、右
記の平成3１年度事業に活用させ
ていただきます。

　地域歳末たすけあい募
金は、埼玉県共同募金会
を通じて社会福祉協議会
に助成され、右記の平成
30年度事業に活用させて
いただきました。

◎赤い羽根共同募金� 単位／円

募金種類 協力額
戸別募金 9，７4２，０２２
街頭募金（設置募金箱含む） １4２，５4３
学校募金 １4３，７３８
職域募金 ６２６，５７２
個人大口募金 ５，５００
法人募金 ２６２，２５３

合　計 1０,922,６28

◎平成３1年度赤い羽根共同募金助成事業
●子育てサロン　　　●いきがい作品展
●おもちゃ図書館　　●ふれあい運動会
●社協だよりの発行　●ふれあい広場
●福祉教育推進事業　●サロン・会食会活動
●見守り活動　　　　●社会福祉大会
●ボランティア活動推進事業

◎平成３０年度地域歳末
　たすけあい募金助成事業
●援護金の交付
　１48世帯　２85名
　4,900,000円
●会食会活動
●見守り活動

◎地域歳末たすけあい募金
� 単位／円

募金種類 協力額
戸別募金 ８，３５６，０５２
街頭募金 １５７，６６５
個人大口募金 １６，０００
法人募金 ６０，０００

合　計 8,５89,717

法人募金
㈲あきやま
㈲朝見住設
アネックス歯科診療所
㈱イズミ
御菓子司一福
㈲岩上製作所
認定こども園エンゼル幼稚園
㈱大塚商店
㈲川里防災設備
協和化工㈱埼玉工場
協和サッシ
経堂コンクリート㈱
群馬銀行鴻巣支店
(医)鴻愛会こうのす共生クリニック
(医)澤仁会鴻巣第一クリニック
メモリアルガーデン鴻巣
(医)鴻生会小室クリニック
埼玉県指定自動車教習所協会
埼玉縣信用金庫吹上支店

埼玉水栓㈱
㈲斉藤金型工業所
勝願寺
新藤商店
大成ロテック㈱
大日製罐㈱埼玉工場
髙松商事㈱
鳥富商店
㈱直徳
中山鉄工所
平賀養魚場
(医)ヘリオス会ヘリオス会病院
㈲細谷製作所
法要寺
㈲吉田商店
ロイヤル交通㈱
(医)わたまクリニック

職域募金
どんぐりっこ保育園　
まごやま保育園　

コスモス共同作業所　
鴻巣訪問看護ステーション　
鴻巣まきば園　
ルピナス鴻巣ホーム　
特別養護老人ホーム吹上苑　
特別養護老人ホーム川里苑デメテル・ヴィラ
長島トラベル　
にしかわ大芦店
広総業㈱　
笹原商店㈱
埼玉県鴻巣保健所　
鴻巣警察署
鴻巣市文化センター
埼玉りそな銀行鴻巣支店　
埼玉りそな銀行吹上支店　
武蔵野銀行鴻巣支店　
赤見台第二小学校職員
鴻巣市民生委員・児童委員協議会連合会
鴻巣市議会議員倶楽部
鴻巣市農業委員会親睦会

鴻巣市部課長会
鴻巣市役所職員
鴻巣市社会福祉協議会職員

街頭募金（協力団体）
鴻巣市民生委員・児童委員協議会連合会
関東福祉専門学校
鴻巣南小学校
ボーイスカウト鴻巣第３団
ボーイスカウト鴻巣第４団
吹上太陽の家
ボランティア団体活動助成金交付団体有志

学校募金
小学校（18校）
中学校（7校）
高等学校（2校）

個人大口募金
市川　昇
埼玉りそな銀行ポイントによる募金（3名）

順不同・敬称略

法人募金
荒川自動車整備工場
吹上仏教会
個人大口募金
中村　 司
市川　昇
匿名（1名）
街頭募金（協力団体）
鴻巣地区仏教研究会

順不同・敬称略

赤い羽根共同募金

あたたかいお気持ちをお寄せいただき
ありがとうございました。

地域歳末たすけあい募金

　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「地域福祉活動推進」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募集させていただき、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。

～７月は会員募集月間です!!～
社会福祉協議会会員募集へのご賛同をお願いします

支部社会福祉協議会
支部社会福祉協議会が行う地域福祉事業に活用
します。（小地域福祉活動育成助成金）

社会福祉協議会
見守り活動や子育てサロン等、社会福祉協議会
が実施する地域福祉事業に活用します。
（詳しくは2ページをご覧ください。）

年間500円（複数口可)

年間3,000円（複数口可)

個人会費

法人会費

平成31年度 社会福祉協議会 事業計画および収支予算

平成30年度 社会福祉協議会会員募集報告

自治会・町内会を通じて募集します。

事業所へご案内のお手紙をお送りさせていただきます。

社会福祉協議会と会員制度

200円

300円
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月のイヘント

〜社協へのご厚意ありがとうございました〜 平成31年２月21日〜平成31年４月20日
（順不同 敬称略）

㈱タナベ建設建友会� ３０，０００円
鴻巣近辺会� ２，０６１円
岩上茂（㈱直徳）� １０，０００円
㈱ベルク鴻巣宮前店お客様一同
� ３１，２６７円
ユニー株式会社アピタ吹上店
� ２０，１７０円

笠原地区自治会連合会� ２７，１１０円
嵯峨野会� ５２，３２８円
吹上中央幼稚園PTA�� １０，０００円
鴻巣市くらしの会� １０，０００円
建設埼玉笠原分会� ８，０００円
鴻巣敬神会露商組合（県央イベント協会）�２０，０００円
㈲河野造園� ５，０００円

鴻巣ライオンズクラブ� ５０，０００円
加藤栄良� ５０，０００円
匿名� ２０，０００円
《あしたば第二作業所へ》
鴻巣ライオンズクラブ� １０，０００円
ロイヤル交通株式会社� １０，０００円

　これまで月に１回、年に１２回発行してきた“ボランティアセンターだより”ですが、今年度より年４回の発
行へ変更することとなりました。今後は、社協ホームページや隔月発行の社協だよりを活用し、より多くの
皆さんにボランティアに関する情報をお伝えできるよう努めていきたいと思います。

※発行予定は、以下のとおりです。
　春号：４月　夏号：６月　秋号：９月　冬号：２月（発行月は変更する場合もあります。）

ボランティアセンターだよりの発行回数が変わります！

鴻巣市社会福祉協議会正規職員採用試験のご案内
　次のとおり鴻巣市社会福祉協議会正規職員を募集します。

●業 務 内 容：鴻巣市社会福祉協議会が実施する事業（主に地域福祉・障がい福祉事業など）
●勤 務 場 所：鴻巣市社会福祉協議会が運営する事業場
●採 用 日：令和元年９月１日
●募 集 人 数：若干名
●受 験 資 格：平成3１年４月１日現在で35歳以下の方で、地域福祉・障がい福祉事業などに関心のある方
●申込み方法：所定の「職員採用試験申込書」「職員採用エントリーシート」等を令和元年６月２１日（金）までに

社会福祉協議会総務課に持参又は郵送で提出
　　　　　　　　郵送の場合は令和元年６月２１日（金）必着
　　　　　　　　持参する場合は土・日・祝日を除く午前９時から午後５時まで
●試験日／試験内容：第１次試験　令和元年７月７日（日）　論文試験
　　　　　　　第２次試験　令和元年７月２１日（日）　面接試験（１次試験合格者のみ対象）
●試 験 会 場：鴻巣市総合福祉センター（鴻巣市箕田4２１１-１）
●応募の期間：令和元年６月３日（月）～６月21日（金）
●応 募 書 類 の 配 布：令和元年５月15日（水）から社会福祉協議会
　　　　　　　　総務課
　　　　　　　　試験に関する詳細は、「職員採用試験案内」

をご覧ください。
　　　　　　　　ホームページ（http://www.konosu-syakyo.

or.jp）からもダウンロードできます。
●問 合 せ：社会福祉協議会総務課
　　　　　　　　〒365-006２　鴻巣市箕田4２１１-１
　　　　　　　　鴻巣市総合福祉センター内
　　　　　　　　TEL048-597-２１00　FAX048-597-２１0２

鴻巣駅
至 大宮

旧中山道

国道17号

●免許センター

●市役所

保健所●

警察●

至 熊谷

北中学校

鴻巣市総合福祉
センター

●

宮地

ボランティ
ア

センターだ
より
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