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災害ボランティアセンター
　市の災害対策本部からの要請を受けて社会福
祉協議会が災害ボランティアセンターを運営
し、被災者の状況を把握し、ボランティアの受
け入れや調整等を行い、地元住民が主体となっ
て復興する力をつくり出す支援をします。

福祉避難所
　高齢者、障がい者（児）、妊産婦、乳幼児、病
弱者など、避難所生活において特別な配慮を必
要とする方を対象とする市指定の避難所です。
　必要に応じて開設される二次的避難所にな
ります。

　₁月27日（日）総合福祉センターにおいて、市福祉こども部と社会福祉協議会合同で福祉避難所及
び災害ボランティアセンター開設・運営訓練を実施しました。
　今回₃回目となる合同訓練は、近年、頻繁に発生する災害に対して、迅速に対応できるようお互
いの役割や連携を理解し行動することを目的として行いました。
　災害ボランティアセンター立ち上げ訓練では、ボランティアの受付や被災住民のニーズとボラン
ティアをつなぐマッチング、資機材の提供など災害が起きた際の訓練を実施しました。
　繰り返し訓練を行う中で、全体的な動きは理解しながらも、それぞれの役割や連携の必要性など
の課題があがりました。また、被災された方の心に寄り添った言葉やボランティアの方への感謝や
労いの言葉の大切さ、温かい気持ちをもった対応力が必要であるといった感想がありました。
　今回気付いた多くの課題や反省を今後の訓練に活かし、緊急時に備えていきたいと考えています。

□水₃日分（ひとり₁日₃リットル程度）　　　　　　　□非常用食料₃日分
□医薬品等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□衣　類 ※着替えや靴
□貴重品 ※ＡＴＭが使用不可を想定し現金（小銭）　　 □携帯電話 ※追加バッテリー
□リュックサック※両手がふさがることを防ぐため　　□身分証明
□その他（例メガネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

福祉避難所及び災害ボランティアセンター

開設・運営訓練を実施しました!!

備えあれば

憂いなし

住民（被災者）の困りごとを聴き取る班

ニーズ班

ボランティアの調整（マッチング）をする班

マッチング班

※上記リストは、参考までに掲載をしております。

備えておきたいもの　“チェック　リスト”



平成３０年度　社会福祉協議会会員募集報告

個人会費として
（平成31年2月末日現在）

14,701,681円 法人会費として
（平成31年2月末日現在）

1,479,000円

　今年度も、社会福祉協議会の個人会員の募集を自治会・町内会を通じてお願いをしたところ、多くの皆さまにご
加入いただきました。また、法人会員につきましては、２１７企業並びに団体の皆さまにご加入いただきました。
　会費につきましては、全額、鴻巣市の地域福祉推進に活用いたします。

順不同・敬称略ご賛同いただきありがとうございました

㈲アイ・エムサンクリーン
(学)愛和学園　まむろ幼稚園
あおぞら薬局
㈲あきやま
アキヤ電気㈱
㈱アサヒコミュニケーションズ
㈱アサヒ創建
旭科学㈱
旭産業㈲
㈲朝見住設
アネックス歯科診療所
㈲荒井電気・エルメックアライ
㈲新井製餡
荒川自動車整備工場
石田洋服店
㈱イズミ
礒建材工業
一福
㈲岩上製作所
㈱イングコーポレーション
㈲植野電機商会
㈲魚常商店
兎画房
右田ラジエーター工業所
㈲宇田川工務店
内山保険事務所
㈱梅沢製作所
㈲エース運送
(福)えがりて　特別養護老人ホーム吹上苑
江戸屋商店
エビスヤ葬儀社
演歌茶屋
㈲遠忠屋運輸
老茶樹園
大木工業㈱ステンレス加工工場
大沢牛乳㈱
㈱大塚商店
大塚学園　鴻巣ひかり幼稚園
㈲近江商店
㈱岡野工務店
㈱オカマツエンヂニアリング
小川商店㈱
㈲乙女屋
㈱会議録センター
梶山工業㈱
㈲梶山建築工務店
柏木建設㈱鴻巣支店
㈲加藤自動車整備工場
㈲カトウ工務店
㈲金木屋家具店
カフェ箱庭
㈲川里防災設備
川里広田郵便局
北鴻巣クリニック

㈱キハラ
木村木材工業㈱
協和化工㈱埼玉工場
協和サッシ
(医)雲母会　ひまわりこどもクリニック
(宗）金乗寺
㈱クボタホームクリニック
熊谷商工信用組合吹上支店
(福)グランヘリオス会川里苑デメテル・ヴィラ
㈱黒沢薬局
(税)黒田会計事務所
経堂コンクリート㈱
こいの歯科
（医)鴻愛会　こうのす共生クリニック
（医)鴻愛会　こうのすナーシングホーム共生園
㈱鴻池組
鴻神社
（医)鴻生会�小室クリニック
廣徳院
㈲河野建設
㈲河野ニット
㈱河野組
こうのすタンポポ翔裕園
(学)鴻ノ巣学園　認定こども園エンゼル幼稚園
鴻巣川里工業団地工業会
鴻巣市水道協同組合
鴻巣市農業協同組合
鴻巣市民生・児童委員協議会連合会
鴻巣市役所部課長会
鴻巣自動車教習所
（社）鴻巣市シルバー人材センター
鴻巣准看護学校
鴻巣市リサイクル事業協同組合
鴻巣第一クリニック
鴻巣訪問看護ステーション
鴻巣薬剤師会
(福)こうのとり福祉会
㈲鴻文堂書店
㈱小松屋農材
㈲小室商店
金剛院
サイカン工業㈱
㈱彩香らんど
埼玉県済生会鴻巣病院
埼綜商事㈱
(社)埼玉県指定自動車教習所協会
(社)埼玉県看護協会　吹上訪問看護ステーション
埼玉縣信用金庫吹上支店
埼玉水栓㈱
斎藤商事㈱
㈲斉藤金型工業所
㈲坂本縫製
㈱佐藤不動産
㈱サンエイト

ジェイ・ケイリサイクル㈱
㈱静岡ヤマサ園
㈲しのぶ商事
勝願寺
(宗)常勝寺
（医)伸整会　サン歯科医院
新藤商店
㈲杉浦雑貨
須永歯科医院
(宗)善勝寺
大成ロテック㈱機械技術センター
たいよう薬局
高橋建興㈱
髙松商事㈱
㈱田嶋製菓
立川園
（医)田辺耳鼻咽喉科医院
㈱タナベ建設
㈲玉屋化粧品店
NPO法人地域自立支援グループ�あん
中央住宅消毒
千代田眼科
（医)坪山整形外科医院
といだ印刷
東京ペイント㈱
東京フジ㈱
東光寺
東成工業㈱
㈱ドリーム・コミュニケーションズ
鳥富商店
どんぐり保育園・どんぐりっこ保育園
直井産業㈲
㈱直徳
中島衣料品店
㈱長島冷暖房サービス
長島トラベル
㈱ナガタケ
中根不動産
中山鉄工所
㈲西尾商会
㈱日経首都圏印刷　埼玉工場
日本フエルト㈱埼玉工場
日本メディカル電子㈱
㈲野口商店
㈲野崎興業
㈲橋場商事
はしもと整形・形成外科
長谷川タクシー㈲
花岡車輛㈱鴻巣工場
花の店ダン・エモン
㈱ハピネスリフォーム
㈱早川建築設計事務所
（医)はやしだ産婦人科医院
㈱原商店

㈱ヒガシ
㈲樋口屋
（医)斐翔会ふたむら内科クリニック
(福)一粒　風の街
美容室やまだ
ヒライ贈商㈲
平賀養魚場
広総業㈱
広田屋㈱
ファッション志美津
㈲ファニー・クラフト
㈲フィット
㈲府川商店
吹上平安会館
㈱吹上米穀
福嶋電気㈱
㈱福田興行
富士オフィス＆ライフサービス㈱
富士パン粉工業㈱鴻巣工場
フラワーコミュニティ放送㈱
平和印刷㈲
（医)ヘリオス会　ヘリオス会病院
(宗)宝持寺
法要寺
ほくさい農業協同組合川里中央支店
(福)まごやま保育園
㈱マルカ商事
丸和工業㈱鴻巣支店
満願寺
みたけ食品工業㈱
㈲ミック研究所
三ツ星美容室
ミヤザワ工業㈱
村田接骨院
㈲メイキッス
メモリアルガーデン鴻巣霊園
NPO法人メンタルサポートアカデミー
㈲森工務店
㈲森川電気
山口土地家屋調査士事務所
山﨑クリーニング
ゆき寿司
㈲吉澤防災設備
㈲吉田商店
吉田自動車塗装工業
吉田ショップ
らあめん花月嵐鴻巣店
龍昌禅寺
(福）ルピナス会　ルピナス鴻巣ホーム
NPO法人レスパイトゆう
ワールド技研㈱
㈱鷲谷製麺所
（医)わたまクリニック
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平成３０年度　社会福祉協議会会員募集報告「社協会費」・「共同募金配分金」
を活用し今年度も事業を行いました。

サロン活動を広げるための
助成金として活用！！

　高齢者が参加するサロン活動に、助成金を
交付し身近な地域における交流やふれあい活
動を支援しています。
　地域の中に、「気軽に集まれるサロン」が増
えることで、“孤独感の解消”や行く場所があ
ることによって、“日常生活にハリ”を持つこ
とにつながります。
　今年度は、２９団体に活動助成金として、新規
に立上げたサロン₃団体に、備品の整備のた
め助成金を交付しました。（平成3１年₂月現在）

　サロン活動をはじめたいけど、「どのよう
にしたらよいのか？」「何から準備したらよ
いのか？」など、どのようなことでも、ぜひ、
ご相談ください。

利用を希望する方、ボランティアに
協力いただける方を募集しています。

友愛電話

　₆月１０日（日）に「ふれあい運動会２０１8」を、
コスモスアリーナふきあげで開催しました。
毎年開催しているこの運動会も、今回で２５回
目を迎えました。当日は、吹上地域の小中高
校生を始め、多くのボランティアの参加のも
と、障がいのある人もない人も、子どもから
高齢者まで大勢の人が参加し、楽しい1日を
過ごしました。

子育てサロン

　毎月第１木曜日の午前中に鴻巣市総合福祉
センターで開催しています。
　かけっこやリズム運動など体を動かすメ
ニューを中心に、親子で一緒に楽しい時間を
過ごし₂月現在、延べ88組１8９人の方が参加し
ました。
　講師、ボランティアスタッフとともに、お子
さんの成長を少しずつ見守れる場を目指して
います。誰が参加しても楽しく過ごしていた
だけるよう工夫しながら開催していますので、
ぜひご参加ください。お待ちしています。

ふれあい運動会

♬♪

問合せ先：地域福祉課　TEL 048-597-2100　FAX 048-597-2102

お元気
ですか？

元気
ですよ

　安否確認や孤立感の解消を目的に６５歳以上
のひとり暮らしで希望する方に週１回火曜日
または木曜日のいずれかの日に電話による
“声のお友達”として、楽しい会話のひと時を
過ごしていただきます。

　２０名のボランティアに協力いただき、3０名
の方が利用されています。昨今の特殊詐欺な
どの影響で電話を受けることを躊躇される方
も多くなっていますが、社協の番号を登録し
ていただくなどの安心した環境づくりにも取
り組んでいます。
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〜社協へのご厚意ありがとうございました〜 平成３０年１2月2１日〜平成３１年2月2０日

（順不同 敬称略）

建設埼玉鴻巣支部	 30,000円
小原自治会	 2,500円
全国友の会　鴻巣支部	 5,000円

躑躅森喜代治	 24,131円
㈱アサヒコミュニケーションズ	 11,651円

平成３１年度 ボランティア活動保険受付中 （加入カードの色は水色になります。）

　手話は、「障害者の権利に関する条約」や「障害者基本法」において、“言語”として位置づけられており、
聞こえない方が意思や感情を伝えるコミュニケーションとして、また、知識を蓄え文化を創造するため
に必要なものです。鴻巣市でも12月の市議会定例会において「手話言語条例」が可決・成立し12月20日に
施行されました。社会福祉協議会においても手話通訳派遣事業を受託するなかで、聞こえない方々の日
常生活や社会参加の支援を行っています。

※ＡプランとＢプランでは、補償額が異なります。
※�天災タイプは、基本タイプの補償に加え、天災（地震・噴火・津波）によるケガも補償します。
※台風などの風水害によるケガは、基本タイプで補償されます。

●申込み方法：窓口で受付けています。（土日祝日を除く8：30～17：15）
●申込み場所：社会福祉協議会　　　　鴻巣市箕田4211-1
　　　　　　　吹上地域福祉センター　鴻巣市鎌塚57-1

平成３０年度（緑色カード）の有効期限は、平成３１年₃月３１日までとなります。

Aプラン （基本タイプ）…350円
（天災タイプ）…500円 Bプラン （基本タイプ）…510円

（天災タイプ）…710円

手話言語条例が施行されました

【手話奉仕員養成講習会を開催します】
　社会福祉協議会では、₄月より、手話奉仕員養成講習会をスタートします。多くの方が、手話に触れ、
手話を学ぶ機会としていただけるように皆さまの参加を心よりお待ちしております。
　手話奉仕員養成講習会の詳細については、広報「かがやき」₃月号、社会福祉協議会HPをご覧ください。

福祉サービス利用援助事業

あんしんサポートねっとあんしんサポートねっと
（埼玉県社会福祉協議会受託事業）

判断能力の不十分な高齢者、知的障がいや精神障がいのある方など
が、安心して生活がおくれるように、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。

１ 福祉サービスの利用援助
 ●定期的に訪問してご相談をお受けします。
 ●福祉サービスの利用の仕方の説明や利用中のサービスのご相談をお受けします。
2 日常生活上の手続き援助
 ●日常の暮らしに必要な事務手続き（郵便物の整理や市役所の手続きなど）を
 　お手伝いします。
3 日常的金銭管理
 ●日常の暮らしに必要なお金を金融機関で出し入れし、お金の使い方を確認します。
 ※ご希望により、通帳と印鑑をお預かりします。

4 書類等預かりサービス
 ●大切な書類（年金証書、実印や銀行印、預貯金の通帳、
 　不動産の権利証、契約書類、保険証書）
 　などを金融機関の貸金庫で、お預かりします。
 ※書画・骨董品・貴金属・株券・現金はお預かりできません。 ※利用料金は生活保護世帯は無料です

利用料金
１回１時間…1,200円
以降30分毎に400円加算

※日常的金銭管理で通帳
を預かる場合
１回１時間…1,600円
以降30分毎に400円加算

基本料　2,000円（年間）
利用料　　500円（月額）

ご相談・問合わせ 社会福祉協議会　地域福祉課 TEL 048-597-2100/FAX 048-597-2102
吹上地域福祉センター  TEL 048-548-6664/FAX 048-548-6673相談は無料です。

お気軽にご相談ください。
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