
※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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～ あなたの身近に役立つ福祉情報 ～
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いきがい作品展＆ボランティア見本市in鴻巣いきがい作品展＆ボランティア見本市in鴻巣
鴻巣市総合福祉センター会 場 午前９時～午後4時時 間

市内在住の高齢者や障がい者が制作した作品の
常設展示会です。
開催日 令和３年１１月29日（月）～１2月3日（金）
内　容 作品展示とパネル掲示による団体紹介

市内のボランティアグループの活動紹介の常設
展示会です。
開催日 令和３年１2月6日（月）～１2月10日（金）
内　容 パネル掲示による団体紹介

以下に該当される方は、ご来場をお控えください。

●体温が３７．５度以上の方
●発熱や体調悪化が見られた方
●新型コロナウイルス感染症陽性の方と濃厚接触をされた方

※「ミニ商店街」「被災地応援バザー」等の販売はありません。
　新型コロナウイルス感染拡大状況により中止となる場合が
　あります。

身近な地域の困りごとを早期に発見するために日常的な見守り活動を行う
地域活動者です。困りごとを発見した場合、民生委員・児童委員や社会福
祉協議会に連絡をして繋げます。

活動中の目印です！活動中の目印です！
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見守り活動

福祉見守り員（福祉委員・福祉推進員）

ご来場お待ちしております

いきがい作品展 ボランティア見本市

表紙に関するお問合せは ▶ 地域福祉課  地域福祉グループ　TEL048-597-2100　FAX048-597-2102

会場を彩るための制作ボランティア
を募集します。

内容 ①花紙づくり（12名）　②ガーランド
づくり（10名）

材料 ①社会福祉協議会から花紙をお渡し
します。

②ご自宅にある布地や包装紙を使用
します。

イベント飾りづくり
ボランティアを大募集！！

☆社協だよりは､「社会福祉協議会会費」及び「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/

社協ホームページはこちらから



障害者週間障害者週間1212月月33日～日～99日日
障がいがある方をサポートしているボランティアグループのご紹介障がいがある方をサポートしているボランティアグループのご紹介

〔社協登録団体（順不同・敬称略）〕

こうのす手話サークル
聴覚障がい者から手話を学び交流。聴覚障がい者に関する
福祉の向上を支援しています。

ボランティアグループこうのとり〈音訳班〉
視覚障がい者の目の代わりに広報等の情報を読み、CD
作成をしています。

ガイドヘルプこうのす
視覚障がい者のサポート、交流会等開催、サウンドテーブル
テニス活動支援、視覚障がいへの理解、啓発活動（小中総合
学習含む）をしています。

ガイドヘルパーさくら
視覚障がい者の外出介助やガイドヘルプ講習実施、総合的
学習のガイドヘルプをしています。

ハーネスクラブ
目の不自由な人や、盲導犬についての理解・啓発活動・総合
学習の補助活動をしています。

音声ガイド鴻巣うさぎのみみ
映画に音声ガイドを付け、視覚障がい者と共に楽しむ活動
をしています。

なかよしキラキラ手話サークル
聴覚障がい者との交流を通じて理解を深め、地域社会に
手話を通じて貢献しています。

ボランティアグループ風花
朗読活動・視覚障がい者への広報のお知らせ版等のCD
作成、情報提供、高齢者サロン等の訪問・交流をしています。

手話・集会（つどいのかい）
手話の勉強、聞こえない方への情報提供、手話を広める
活動をしています。

　障がいのある方が日常生活や社会参加をしていくには、
皆さん一人ひとりの障がいに対する関心や理解と、サポート
するボランティアグループの力が必要です。
　日頃から、思いやりの気持ちを持つことが、誰もが住み
やすい街づくりにつながっていきます！

　「障害者週間」は、平成１６年６月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く
障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化
その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的に設けられ
ました。� （内閣府HP抜粋）

　今年、夏季に開催された世界的な障がい者スポーツ大会で、『金のメ
ダルを獲得して注目された“ボッチャ”』、『「モグモグタイム」で有名な
カーリングに似た卓上型“カーレット”』、『開放的な屋外で楽しめる
“フライングディスク”』の用具貸出が始まりました。
　ぜひ、ご利用ください。

　スポーツを通じて障がい者や高齢者の
社会参加を促進し、地域に根差したボラン
ティア活動の一層の発展を目的に開催してい
ましたが、新型コロナウイルス感染症の影響
により中止となりました。

　障害者用送迎自動車貸出事業（市受託）に、新車が入りました。

対　　象   市内にお住いの障がいのある方で、移動手段に常時車いすを利用さ
れている方、外出時に車いすを利用されている方

貸　　出   月～金曜日　午前８時３０分～午後５時１５分（土・日、祝日、年末年始を除く）

貸出期間  ３日以内
料　　金  無料（運行経費１キロあたり１０円）
そ の 他  リクライニング機能や大きさによって乗車できない場合があります。

　　　　　 初回利用の方は、操作説明を行います。

　　　　　 利用には運転する方の運転免許証番号が必要になります。

ボランティアグループ風花  鴻巣市老人クラブ連合会 吹上地区
ガイドヘルパーさくら  鴻巣市吹上身体障害者福祉会
吹上点字の会すずたけ  社会福祉法人一粒 ケアホームひとつぶ
波動会    NPO法人ハーモニー 生活介護事業所メリーハーモニー
介護保険サポーターズ吹上NPO 社会福祉法人えがりて吹上苑
鴻巣市赤十字奉仕団  グループホームみんなの家鴻巣
バルーンアート夢ふうせん  社会福祉法人隼人会鴻巣まきば園
こうのす手話サークル（くすの木） 社会福祉法人友仁会特別養護老人ホームてねる
    吹上太陽の家

“車いすに乗車したまま利用できる車両”に“車いすに乗車したまま利用できる車両”に

対　　象   活動の拠点が市内にある団体等
　　　　　（個人及び宗教、政治団体は除く）
利用範囲   貸出施設内または市内
目　　的   地域の活性化及び地域福祉の発展に寄与

　　　　　（営利目的以外）
申　　請  原則、利用３日前
貸出期間  ５日間　 料　　金  無料
問 合 せ  地域福祉課 地域福祉グループ

　　　　　 TEL048-597-2100　FAX048-597-2102

ボッチャボッチャ
簡単ルール説明

　白玉（ジャックボール）を的にして、赤
と青の玉を投げ合います。いかに白玉の
近くに持ち玉を置くことができるかを競
い合います。

ポイント！！
　簡単に、個人戦でも団体戦のどちら
でも気軽に楽しむことができます。ただ
し、白玉（的）が動くこともあるので、
力の加減や距離の間隔に研ぎ澄まされ
た感覚が必要です。

視覚障がいの方視覚障がいの方のサポートのサポート

カーレットカーレット
簡単ルール説明

　“大福”サイズのストーンを滑らせて、
的の中心に止めることができるかを競
い合います。

ポイント！！
　ストーンの下側に塗る“ロウ”の量で
滑り加減が変わるため、勝負の行方を
左右します。さらに、他のストーンを利
する頭脳プレーも勝敗の大きなカギに
なります。

鴻巣点字サークル「円」（まどか）
点字の勉強とパソコンを使用した点訳活動や点字講習を
実施しています。

吹上点字の会すずたけ
点字の勉強と点訳活動や点字講習を実施しています。

ヘリコプター
盲ろう児・者と会員との交流を通じ盲ろう児・者の社会参加
を目的として活動、月２回指点字の練習会をしています。

盲ろうの方盲ろうの方のサポートのサポート

聴覚障がいの方聴覚障がいの方のサポートのサポート

らーらこうのす
精神保健福祉ボランティア活動や精神障がい者の方の
地域生活支援をしています。

精神障がいの方精神障がいの方のサポートのサポート

が仲間入り！！が仲間入り！！新車新車
ふれあい運動会２０２１ふれあい運動会２０２１はは
中止となりました中止となりました

（順不同・敬称略）

（2019年時 実行委員団体）

スポーツスポーツをを楽しもう！楽しもう！

　社協だより第１４６号で募集をした使用済切手等は、ボランティアの方々が丁寧に切取り作業
を行い、深谷市にある養護盲老人施設ひとみ園にお届けし、施設運営の一部に充てられていま
す。この度、ご協力いただきました皆さまには心より御礼申し上げます。
　引き続き使用済切手や未使用はがき等を受付けておりますので、ご協力をお願いたします。

使用済切手が社会貢献に繋がっています！使用済切手が社会貢献に繋がっています！

だれでも楽しめる用具を貸し出します♪♪だれでも楽しめる用具を貸し出します♪♪

簡単ルール説明
　円盤を数字や絵が描かれている的に
投げて点数を競い合います。

ポイント！！
　円盤をまっすぐに投げられることが
基本です。はじめての方は投げ方の練
習が必要です。円盤が難しい場合は、ビ
ニールのボールを的に当てても楽しめ
ます。

フライングディスクフライングディスク
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「心の『密』は絶やさない。共同募金」

〜社協へのご厚意ありがとうございました〜
岩上　茂（㈱直徳）　3０，０００円　　　近藤　充夫　１０，０００円　　　躑躅森　喜代治　２５，3６０円

令和３年８月21日～令和３年10月20日
（順不同 敬称略）

　10月１日から全国一斉に共同募金運動が始まりました。今年度の街頭募金活動は、緊急事態宣言の解除直後であることを考
慮し、職員のみで行いました。急な変更となりましたが、協力を予定していただいた皆さま、ありがとうございました。
　鴻巣市支会では、自治会・町内会を通じた戸別募金をはじめ、法人募金、職域募金による募金活動を行っています。
　各種募金は、年間を通じてお受けしていますので、ご協力をお願いします。

生活困窮者自立相談支援センター
　おひとりで悩まずにまずはご相談ください。生活上の悩み、経済的な困りごと、就労に関することなど無料で相談でき
ます。なるべく早い段階でご相談いただくことが、早期解決への第一歩につながります。

　判断能力が不十分な高齢者や障がい者が安心して生活を送れるように、福祉サービスの利用援助や暮らしに必要なお金
の出し入れをお手伝いする事業です。
　専門員が作成した支援計画に沿って利用者宅を定期的に訪問する生活支援員を募集しています。生活支援員は有償の活
動です。関心のある方は、下記までご連絡ください。　※資格は特に必要ありません。

日　時  午前９時～午後４時 ※最終受付時間（土・日、祝日、年末年始を除く）
場　所  鴻巣市総合福祉センター

申 込 み  電話もしくはFAXによる事前予約制
問 合 せ  地域福祉課　権利擁護・生活困窮支援グループ　TEL 048-597-2100　FAX 048-597-2102

福祉サービス利用援助事業＂生活支援員募集＂

問 合 せ  地域福祉課　権利擁護・生活困窮支援グループ　TEL 048-597-2100　FAX 048-597-2102

日　時  令和3年12月11日（土）午前10時～11時３0分
場　所  鴻巣市総合福祉センター

対 象 者  市内在住の発達に心配があるお子さん、
　　　　　　障がいのあるお子さんと保護者

内　容  革工芸・ハンカチアート

費　用  ひとり３00円
定　員  12組 ※定員になり次第締め切ります

申 込 み  11月24日（水）～３0日（火）
問 合 せ  地域福祉課 地域福祉グループ

　　　　　　TEL 048-597-2100　FAX 048-597-2102

おもちゃ図書館企画 『冬のワークショップ』

総合福祉センター花壇整備

　創作活動をして、冬の思い出づくりをしませんか。

　総合福祉センターでは６月より花壇の整備を行い、夏にはマリーゴールド、そし
て現在は色とりどりのバラが咲いています。整備にご協力いただいた地域の皆さ
ま、ありがとうございます。
　花には人の心を落ち着かせたり、明るくさせたりする効果があり、見ている人を
癒す力があるそうです。
　総合福祉センターにお越しになった際は、ぜひ、ご覧ください。

※新型コロナウイルス感染拡大状況により
　中止となる場合があります。

※新型コロナウイルス感染拡大状況により
　中止となる場合があります。

ボーイスカウト鴻巣第３団　 鴻巣地区仏教研究会
～今後の街頭募金協力団体～（敬称略）
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