
※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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第33回ふれあい広場運営委員会　社会福祉法人鴻巣市社会福祉協議会主催

笑顔　あふ
れ

る
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れあい広

場ふれあいレッド

ふれあいピンク　

日9月30日
午前10時～午後2時30分

川里農業研修センター
川里中央公園（関新田1800） ペットボトルキャップを使って

　　みんなでひとつの絵を描こう！

● スタンプラリー　
● ふれあい抽選会　
● 手作り品販売
● バザー、模擬店、ゲーム
● ステージ発表
（合唱、音楽演奏、
　ジャズダンス、和太鼓）

※イベント内容につきましてはスケジュール等の都合により変更になる場合がございます。

※昨年の作品

キャップアート

各種イベント
盛りだくさん！

みなさんのご来場をお待ちしています！！

☆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/

４ページに無料巡回バスの運行表掲載４ページに無料巡回バスの運行表掲載



地域歳末たすけあい運動・援護金の交付申請を受付ます

   ～10月1日から全国一斉に共同募金運動がはじ まります。募金へのご協力をお願いします！～　

対象世帯・受付期間
　市内在住で、住民基本台帳に登録されている世帯（区分③
を除く）で、いずれかに該当する世帯

＊区分③世帯への申請書等の送付は、平成２９年度をもって終了いたしました。

＊�生活保護世帯および高額な預貯金がある場合や親族等から援助を
受けている世帯は対象外です。

対象世帯 受付期間

区分① 平成３０年度　市民税・県民税非課税世帯であり、かつ生活に支援を必要とする世帯
平成３０年
１０月１日（月）

～

平成３０年
１１月９日（金）

区分②
平成３０年度中に事故・病気・解雇・減収等
の具体的理由により生活困窮となった世帯
であり、かつ生活に支援を必要とする世帯

区分③
災害により被災し、全国避難者情報システ
ム等に登録し、市内に避難されている世帯
であり、かつ生活に支援を必要とする世帯

申請方法
　原則、本人による申請です。
　※�身体等の理由により本人による申請手続きが困
難な場合は、下記問合せ先までご連絡ください。
民生委員・児童委員が訪問いたします。

申請書類設置場所
　�◦社会福祉協議会
　　（総合福祉センター内、吹上福祉活動センター内）
　�◦市役所福祉課　◦吹上支所福祉グループ
　◦川里支所福祉グループ
　�◦公民館
　　（中央、あたご、箕田、常光、笠原、田間宮生涯学習センター）
　◦市民センター（赤見台）
　※本会ホームページからもダウンロードできます
　　（http://www.konosu-syakyo.or.jp/）
問合せ・申請先
　時間　午前₈時３０分～午後₅時１５分
　　　　（土・日・祝日を除く）
　○社会福祉協議会（総合福祉センター内）
　　鴻巣市箕田４２１１－１
　　TEL：０４8-５９７－２１００/FAX：０４8-５９７－２１０２
　○吹上地域福祉センター（吹上福祉活動センター内）
　　鴻巣市鎌塚５７－１
　　TEL：０４8-５４8－６６６４/FAX：０４8-５４8－６６７３

申請に必要な書類
必須書類 申請書（１世帯１通）

添付書類

区分
①②

非課税証明書発行用委任状・生活保護世帯
照会用承諾書（中学生以下を除く世帯全員分）

区分②
給与明細書（直近２ヶ月分　コピー可）
解雇通知書（解雇の場合　　コピー可）等
民生委員・児童委員意見書（申請受理後、作成します）

区分③ 全国避難者情報システム等登録照会用承諾書（世帯全員分）

平成３０年度 地域歳末たすけあい運動

　昨年度、皆さまからご協力をいただいた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、地域福祉事業に活用しました。

＜地域歳末たすけあい運動・援護金の交付＞
本人の申請により生活に支援を必要と
している世帯に援護金を交付しました。

＜会食会活動＞
身近な地域におけるふれあいや交流を目的として
高齢者の会食会活動の支援を行ないました。

社会福祉協議会の地域福祉事業への助成

共同募金は、身近な地域を良くするために役立っています

地域福祉事業に助成されます

新たな年を迎える時期に支援を必要とする方々が
地域で安心して暮らせるよう実施します。
多くの皆さまのご理解ご協力をよろしくお願いします。

地域歳末たすけあい募金
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地域福祉事業に助成されます

「平成３０年₇月豪雨災害義援金」街頭募金活動報告

   ～10月1日から全国一斉に共同募金運動がはじ まります。募金へのご協力をお願いします！～　

　赤い羽根をシンボルとして、地域福祉活動を行
う民間の施設や団体を支援するために実施します。
　お寄せいただいた募金は、県内の社会福祉施設
の設備・備品等の購入や活動団体の事業に助成さ
れるほか、大規模災害への備えとして災害等準備
金に積立てられます。
　また社会福祉協議会が実施する地域福祉事業に
助成されます。
　多くの皆さまのご理解ご
協力をよろしくお願いします。
≪主な募金活動≫
　戸別募金（各世帯を対象
　としたもの）・街頭募金・
　学校募金・法人募金など

　昨年度、皆さまからご協力をいただいた赤い羽根共同募金は、埼玉県共同募金会を通じて社会福祉施設等
に助成された他、社会福祉協議会の地域福祉事業に助成され、私たちの身近なところで役立てられています。

◎川里フェスティバル
　と　き：11月11日（日）午前₉時～午後₃時
　ところ：川里中央公園・メイン会場

赤い羽根共同募金 イベント募金

第7１回 赤い羽根共同募金運動

　平成30年₇月の豪雨により西日本各地で被災された方々を支援する目的で、平成30年₇月１９日（木）午後₆時～午後₇時、
社協職員による街頭募金活動を行いました。鴻巣駅・北鴻巣駅・吹上駅で実施し、１0２，0５４円の義援金が集まりました。お
預かりしました義援金は、中央共同募金会を通じて全額被災地へ送金されます。皆さまの温かいお気持ちに心より感謝いた
します。また、社会福祉協議会では、総合福祉センター及び吹上福祉活動センター、高齢者福祉センター（白雲荘・コスモ
スの家・ひまわり荘）に義援金箱を設置しておりますので、引き続きご支援をよろしくお願いします。

共同募金コーナーで200円以上募金いただいた方に
「初音ミク」または「妖怪ウォッチ」のクリアファ
イルを差し上げます。※なくなり次第終了となります。

地域を笑顔にするしくみ

妖怪ウォッチは赤い羽根共同
募金を応援しています

初音ミクを通じてクリエイ
ターの皆さんが赤い羽根共同
募金を応援しています

社会福祉協議会の地域福祉事業への助成（一例）

福祉見守り員の新任研修 子育てサロンで楽しくダンス♪ 福祉教育で車イスの説明

ⓒL5/YWP・TXｉｌｌｂｙ 白黒にゃん箱ⓒＣＦＭ
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　日頃よりお世話になっている地域の方たちへの感謝
と、あしたば第一作業所に通所している利用者との交
流の機会として、今年も「あしたば祭」を下記のとおり
開催いたします。
　みなさん、ぜひ遊びに来てください！！
日　時：平成３０年1０月２７日（土）　正午～午後２時
場　所：鴻巣市あしたば第一作業所（鴻巣北中学校の裏）
内　容：●授産品の販売
　　　　　（利用者が製作した陶芸品・刺し子ふきん　など）
　　　　●模擬店（やきそば・からあげ　など）
　　　　●バザーコーナー
　　　　●縁日コーナー（くじ・魚つり・じゃんけんゲーム　など）
問合せ：鴻巣市あしたば第一作業所
　　　　TEL/FAX：０48-596-３4２5

いいことあるよ！まってるよ！あしたば祭！！

　北本市および近隣の福祉施設が集まる就職相談会を開催します。無資格・未経験で働ける職場もありますので、
ぜひこの機会にご参加ください。

日　時：平成３０年９月２6日（水）　正午～午後₃時
場　所：北本市庁舎（北本市役所１階　ホールＡ・Ｂ・Ｃ）
内　容：●就職支援セミナー　正午～午後１時　
　　　　　�若手介護職員の体験談や福祉の求人動向、
　　　　　就職活動のノウハウをお話しします。
　　　　●就職相談会　午後１時～午後₃時
　　　　　�個別に仕事や求人の内容について聞く事ができます。

参加費：無料
備　考：事前申込みされた方には、素敵なプレゼント！！
　　　　　　　　（申込みがなくてもご参加いただけます）
申込み・問合せ：社会福祉法人　埼玉県社会福祉協議会
　　　　福祉人材センター ＴＥＬ：０48－8３３－8０３３
　　　　（月～金�午前1０時～午後₅時�※祝祭日除く）

福祉の仕事　地域就職相談会　～高齢者・障害者の施設や保育園で、地域を支える仕事をしてみませんか？～

　秋と言えば「笑顔満祭」のザ・たいよう市！今年で
２７回目を迎えました。今回も楽しい内容が盛りだくさ
ん！！　景品もたくさん！！
　みなさん、ぜひ遊びに来てください！！
日　時：平成３０年11月1７日（土）　午前1０時～正午
場　所：吹上福祉活動センター（鴻巣市鎌塚5７－₁）
内　容：●�授産品の販売
　　　　　（�利用者が製作した陶器・クッキー、手すきハガキ　など）
　　　　●バザーコーナー　●喫茶コーナー
　　　　●ゲームコーナー　●体験コーナー
　　　　●バルーンアート体験（「夢ふうせん」のご協力）
問合せ：鴻巣市吹上太陽の家
　　　　TEL：０48-549-２２88／FAX：０48-549-２２89

みんな“わくわく”　　ザ・たいよう市

第33回 ふれあい広場　　 巡回バス運行表第33回 ふれあい広場　　 巡回バス運行表無料

午

　前

午

　前

午
 後

午
 後

鴻巣市役所
フラワー号バス停

鴻巣市役所
フラワー号バス停

イベント会場
（川里農業研修センター）

イベント会場
（川里農業研修センター）

イベント会場
（川里農業研修センター）

イベント会場へ
（川里農業研修センター）

イベント会場へ
（川里農業研修センター）

イベント会場
（川里農業研修センター）

イベント会場へ
（川里農業研修センター）

イベント会場へ
（川里農業研修センター）

鴻巣駅東口
フラワー号バス停

鴻巣駅東口
フラワー号バス停

北鴻巣駅東口
フラワー号バス停

北鴻巣駅東口
フラワー号バス停

総合福祉センター
玄関前

総合福祉センター
玄関前

川里支所
フラワー号バス停

吹上駅北口
フラワー号バス停

吹上駅北口
フラワー号バス停

川里支所
フラワー号バス停

・川里
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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₆月２１日～₈月２０日
（順不同 敬称略）

㈲県央みずほ斎場サービス��１００，０００円
鴻巣敬神会露商組合（県央イベント協会）� �２０，０００円
躑躅森喜代治� １７，４００円
中央住宅消毒� ３０，０００円

立正佼成会　鴻巣法座所� ２４，８４５円
㈱アサヒコミュニケーションズ社員一同� １１，５３５円
吹上団地役員OB会� １０，０００円

《あしたば第一作業所》
田口肉店� １７，２７６円
《ふれあい広場協賛金》
鴻巣市仏教会� ３０，０００円


