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いきがい作品展＆ボランティア見本市 in 鴻巣

ふれあい運動会2018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

　今年も“ふれあい運動会”の季節がやってきました!!�障が
いのある人もない人も、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、ボランティア
定　員：５00名
申込み：５月２1日（月）までに吹上地域福祉センターへ

TEL	0４８-５４８-666４ ／ FAX	0４８-５４８-66７３

　川里ポプラ館（障がい者支援施設）では、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。ご来館をお待ちしています。
　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
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
連絡先：TEL	0４８-５6９-２９８6

●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を展示
します。
出展内容
�陶芸、編み物、革工芸、和紙
絵、手芸、華道、絵手紙、など

●ミニ商店街
　“こうのすわ花商”によ
るお惣菜や野菜、パンな
どの販売を行います。

●ボランティア見本市
　市内のボランティア	
グループが集まり日頃の
ボランティア活動を紹介
します。

●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できます。

作品募集
�出展希望者は５月25日（金）までに
社会福祉協議会・地域福祉課
TEL	0４８-５９７-２100／FAX	0４８-５９７-２10２

参加者募集

※開催時間 午前10時～午後１時

※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”

★プレゼント★

キレイなお花を
もらっちゃおう

★スタンプラリー★

遊びに来てくれた方には、駄菓子のプレゼントがあります!!

9日
（土）



基本理念『人輝く　思いやりのあるまちづくり』（第₂次鴻巣市社会福祉協議会地域福祉活動計画）

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〕
○地域福祉活動計画の推進
○第3次地域福祉活動計画の策定(新規)
○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
○サロン活動者の養成及び情報交換会
○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
○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、
　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〕
○総合福祉センター管理運営事業
○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
　・屈巣放課後児童クラブ
　・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

平成30年度 社会福祉協議会 事業計画および収支予算

（抜粋)

人件費支出
382,562千円
(66.4％）

補助金・受託金収入
市・県社協等より
237,407千円(41.2％）

支　出支　出
576,161千円576,161千円

収　入収　入
576,161千円576,161千円

事業費・就労支援
事業費支出等
138,716千円
(24.1％）

事務費支出
8,315千円（1.4％）

予備費
10,998千円
（1.9％）

積立資産支出
8千円（0.0％）

助成金支出
35,562千円（6.2％）

自主財源
（会費・寄付金・共同募金助成金）
35,237千円（6.1％）

介護保険
事業収入
（居宅介護支援・
通所介護・訪問介護）
70,295千円（12.2％）

積立資産取崩収入
20,980千円（3.6％）

障害福祉サービス
事業収入

129,639千円（22.5％）

繰越金
60,000千円（10.4％）

事業収入等
22,603千円（3.9％）
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　赤い羽根共同募金では、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３0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では、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２９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 9，831，164
街頭募金（設置募金箱含む） 176，795
学校募金 167，863
職域募金 652，211
個人大口募金 34，985
法人募金 219，585

合　計 11,0８２,６0３

◎平成３0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
●ボランティア活動推進事業

◎平成２9年度地域歳末たすけあい募金助成事業
●援護金の交付
　1７２世帯　３３２名　５,７0４,000円
●会食会活動

◎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 8，369，78０

街頭募金 1０9，844

個人大口募金 15，０００

法人募金 399，849
合　計 ８,８9４,４7３

法人募金
経堂コンクリート（株）
新藤商店
髙松商事（株）
中山鉄工所

（一社）埼玉県指定自動車教習所協会
法要寺
埼玉水栓（株）
認定子ども園エンゼル幼稚園
大日製罐（株）埼玉工場

（株）イズミ
（医）わたまクリニック
演歌茶屋
群馬銀行鴻巣支店

（株）直徳
（医）鴻生会	小室クリニック
（医）鴻愛会こうのす共生クリニック
（有）川里防災設備
鳥富商店

（有）橋場商事
鴻巣市リサイクル事業協同組合

協和化工（株）埼玉工場
一福
ジェイ・ケイリサイクル（株）
（有）斉藤金型工業所
大成ロテック（株）
協和サッシ
（医）ヘリオス会ヘリオス病院
（有）吉田商店
鴻巣霊園
（株）大塚商店
平賀養魚場
埼玉縣信用金庫吹上支店（自販機寄附）

職域募金
埼玉県鴻巣保健所
鴻巣警察署
埼玉県消防学校
（福）えがりて	吹上苑
（福）グラン・ヘリオス会	川里苑デメテル・ヴィラ
（福）隼人会	鴻巣まきば園　
介護老人保健施設こうのとり

個人大口募金
増田　俊一
鶴間　満生
匿名（１名）
埼玉りそな銀行ポイントによる募金（２名）

学校募金
小学校（1９校）
中学校（₈校）
高等学校（₃校）

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２団
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

法人募金
荒川自動車整備工場
勝龍寺檀信徒一同
吹上仏教会
匿名（１団体）
個人大口募金
小林　辰男／中村　 司
街頭募金（協力団体）
鴻巣地区仏教研究会

順不同・敬称略

順不同・敬称略

赤い羽根共同募金

地域歳末たすけあい募金

ルピナス鴻巣ホーム
（福）一粒	風の街
コスモス共同作業所
どんぐりっこ保育園

（福）まごやま保育園
鴻巣訪問看護ステーション
埼玉縣信用金庫鴻巣支店
武蔵野銀行鴻巣支店
埼玉りそな銀行鴻巣支店
埼玉りそな銀行吹上支店

（有）樋口屋
笹原商店（株）
長島トラベル
広総業(株)
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

　誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことのでき
る福祉のまちづくりを目指して、判断能力が不十分な
方が成年後見制度を利用する際に、地域に密着した市
民が市民後見人として活動し権利擁護の推進を図るこ
とを目的に開催しました。
　この講座は、鴻巣市より受託し平成２８年度の基礎課
程に引き続き平成２９年度実践課程を行い、平成３０年₃
月１３日の修了式で２7名の方が修了しました。
　修了生は、これから権利擁護事業の活動実績を積み、
今後の市民後見人活動への活躍が期待されています。

鴻巣市権利擁護人材育成事業
市民後見人養成講座修了

平成29年度 共同募金実績報告 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。
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埼玉縣信用金庫鴻巣支店 平和印刷(有) （医）わたまクリニック

平成29年度 法人会員にご協力いただいた追加団体一覧
順不同・敬称略会費につきましては、全額鴻巣市の地域福祉の事業に活用させていただきます。ご協力ありがとうございました。

　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活用させていただくと共に、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！！

社会福祉協 議 会と 会員制度

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!!～

会員の種類と募集方法

支部社会福祉協議会
年間500円
（複数口可）

個人会費

自治会・町内会を通じて
募集いたします。

年間3,000円
（複数口可）

法人会費

事業所へご案内のお手紙を
お送りさせていただきます。

※会員にご賛同いただきました皆さまには、会員章をお渡ししております。

会員の種類 募集方法

支部社会福祉協議会が行う
地域福祉事業に活用

社会福祉協議会

子育てサロンや見守り活動事
業等、社会福祉協議会が実施
するさまざまな地域福祉事業
に活用
※詳しくはP2をご覧ください。

300円

200円200円

300円

〜社協へのご厚意ありがとうございました〜 平成30年2月2１日～平成30年4月20日
（順不同 敬称略）

鴻巣近辺会� 1，０００円
(株)タナベ建設　建友会� 3０，０００円
(株)ベルク鴻巣宮前店　お客様一同�29，864円
躑躅森喜代治� 22，95０円
鴻巣市くらしの会� 1０，０００円
吹上中央幼稚園� 1０，０００円
建設埼玉鴻巣支部笠原分会� 11，6００円

ユニー㈱アピタ吹上店� 36，55０円
鴻巣敬神会露商組合� 2０，０００円
（県央イベント協会）
鴻巣ライオンズクラブ� 5０，０００円
加藤　栄良� 5０，０００円
匿名� 2，０81円

《あしたば第二作業所へ》
鴻巣ライオンズクラブ� 1０，０００円
匿名� 3，０００円

日時・場所： 6 月２0日（水）北本市総合福祉センター
	 6 月２８日（木）鴻巣市総合福祉センター
	 いずれも、午前10時３0分～午後₄時３0分
対 象 者：鴻巣市・北本市在住のガイドヘルプを初めて

学ぶ方で、₂日間受講可能な方。
定 　 員：�２0名
費 用：1５0円（バス代）

　視覚障がい者に対する理解を深め、外出介助等、視覚障がい者の社会参加を支援する方の養成を目的とした講座です。
（両日／午前：講義、午後：実習）多くの方の申込みをお待ちしております。

視覚障がい者ガイドヘルパー養成講座

申 込 み： 6 月1５日（金）までに、鴻巣市社会福祉協議会に
電話又はFAXでお申込みください。なお、定
員を超えた場合は、抽選になります。

問 合 せ：鴻巣市社会福祉協議会・地域福祉課　
	 TEL 0４８－５９７－２100 ／ FAX 0４８－５９７－２10２
共 　 催：鴻巣市社会福祉協議会、北本市社会福祉協議会
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