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“今”考えよう“今”考えよう
●●  自分でできる備えの基本！自分でできる備えの基本！  ５５カ条カ条

祝

角スコップ
　柔らかい土を多く載せ
　ることができます
剣スコップ
　地面に突き刺し、土を
　掘り起こします

土嚢袋
　土砂や水の浸入を防ぎ
　ます
ガラ袋
　木材やガラス等を入れ
　る丈夫な袋です

◆2種類のスコップ ◆2種類の袋 ◆プラ船

◆発電機　 ◆長机・イス　◆ホワイトボード
◆竹ぼうき ◆一輪車　　　◆高圧洗浄機
◆灯光器　 ◆テント　　　◆ブルーシート 等

　作業後の汚れた使用
　備品や長靴の洗浄・消
　毒を行い感染対策に
　努めます

～日頃からの備えや関わり合いが 自分・家族・地域の方 を守ります～～日頃からの備えや関わり合いが 自分・家族・地域の方 を守ります～

　災害時に支援を必要とする方のニーズを聞き取り、ボランティアの調整を行うことで、双方を
つないで復興の一助を担います。
　また、毎年職員が迅速・適切な対応ができるよう訓練をしています。

社協社協がが災害ボランティアセンター災害ボランティアセンターをを立ち上げ、運営します!!立ち上げ、運営します!!

避難場所の確認、避難場所の確認、
危険区域の把握危険区域の把握

転倒家財の防止、転倒家財の防止、
安全空間の確保安全空間の確保

食料や常備品の食料や常備品の
確認と確保確認と確保

家族と連絡方法・家族と連絡方法・
避難経路の確認避難経路の確認

日頃から地域の方日頃から地域の方
とのつながりとのつながり

もしももしも 災害が起きたら…災害が起きたら…
鴻巣市の要請により

電気、ガス、水道が
使えなくなったら…

食料や飲料水、
常備薬がなかったら…

電話が不通に
なったら…
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令和令和33年度年度  社会福祉協議会 会員募集報告  社会福祉協議会 会員募集報告 ご賛同いただきありがとうございましたご賛同いただきありがとうございました。。

●箕田
㈱おおとり・コーポレーション
㈲加藤自動車整備工場
北鴻巣クリニック
㈱鴻池組
鴻北クリニック
㈱彩香らんど
埼綜商事㈱
埼玉県済生会鴻巣病院

（医)伸整会 サン歯科医院
㈱スターライン
大日製罐㈱ 埼玉工場
髙橋建興㈱
東京ペイント㈱
東成工業㈱
㈱日経首都圏印刷 埼玉工場
平賀養魚場

（特非）フラワーピース
㈱プラエンジ
藤岡防災設備㈱
満願寺
みたけ食品工業㈱
村田自動車
㈲杢美堂

●赤見台
㈲ミック研究所

●田間宮
㈲アートクリーン
暁縫製㈲
㈱岡野工務店
㈲河野建設
須永歯科医院

（特非）地域自立支援グループ あん
（福)どんぐり会 どんぐり保育園 どんぐりっこ保育園
（福)東雄福祉会 まごやま保育園
中山鉄工所

ファッション志美津
メモリアルガーデン鴻巣霊園

●馬室
㈲岡村自動車商会

（宗)常勝寺
日本フエルト㈱ 埼玉工場
日本メディカル電子㈱
右田ラジエーター工業所

●松原
㈲新井自動車工業
㈲植野電機商会
㈲カトウ工務店
鴻巣アドバンス㈱
㈱サンエイト
㈲森工務店

●笠原
㈲アイ・エムサンクリーン
梶山工業㈱
介護老人福祉施設 こうのすタンポポ翔裕園
経堂コンクリート㈱
鴻巣市リサイクル事業協同組合
鴻巣ライオンズクラブ
㈱小松屋農材

（宗)東光寺
㈲野崎興業
富士パン粉工業㈱ 鴻巣工場
ミヤザワ工業㈱

（福)ルピナス会　ルピナス鴻巣ホーム

●常光
旭科学㈱
㈻大塚学園 鴻巣ひかり幼稚園

（医)鴻愛会　こうのすナーシングホーム共生園
(一社)埼玉県指定自動車教習所協会

㈲関澤商店
大成ロテック㈱機械技術センター
髙松商事㈱
㈲橋場商事
㈲樋口屋京染店
㈲ヒトミ運輸
㈲村越製作所

●吹上
㈲宇田川工務店
内山保険事務所

（福)えがりて　特別養護老人ホーム吹上苑
（医)MSAエクセス 村越外科 胃腸科 肛門科
大沢牛乳㈱
㈱会議録センター
熊谷商工信用組合吹上支店
(税)黒田会計事務所

（宗)金乗寺
鴻巣薬剤師会
(公社)埼玉県看護協会　吹上訪問看護ステーション
埼玉水栓㈱
斎藤商事㈱
埼玉縣信用金庫 吹上支店
㈲しのぶ商事
㈲ 柴三工務店

（医)坪山整形外科
寺田薬局 吹上南店
㈱ナガタケ
㈲野口商店
㈱原商店
㈱ハピネスリフォーム
㈲フィット
富士オフィス＆ライフサービス㈱ひまわり館 吹上営業所
㈻吹上学園　吹上中央幼稚園
フライ・やきそば 仙道
㈲ファニー・クラフト
福嶋電気㈱

㈲細谷製作所
茂木保険事務所
㈲山兼セレモニー 吹上平安会館
山﨑クリーニング
㈲吉田商店
NPO法人レスパイトゆう

●川里
㈲朝見住設
荒川自動車整備工場
川里広田郵便局
㈲川里防災設備

（医)希心会 川里歯科医院
（福)グラン・ヘリオス会 川里苑デメテル・ヴィラ
廣徳院
(公社)鴻巣市シルバー人材センター
㈲坂本縫製
㈲坂口石油

（宗)善勝寺
たいよう薬局
㈱田嶋製菓

（医)ヘリオス会　ヘリオス会病院
ほくさい農業協同組合川里中央支店
㈱マルカ商事
松崎洋品店
吉田自動車塗装工業

●他
㈱イズミ
㈱オカマツエンヂニアリング
㈱静岡ヤマサ園
㈱長島冷暖房サービス
峯岸運送㈱
鴻巣川里工業団地工業会
鴻巣市民生・児童委員協議会連合会
鴻巣市役所部課長会

　身近なところに行く場所があることで、健康
維持に繋がることが目的
です。
　コ ロ ナ 禍 で も 感 染
対策を講じての開催や
手紙などにより、繋が
りを絶やさずに活動が
継続されています。

　ボランティア活動を始めるきっかけづくりが目的
です。今年度は、今注目
さ れ て い る 障 が い 者
スポーツ「ボッチャ」の
体験を行いました。
　講座後は、普及サポー
ターとしての活躍を期待
しています。

高齢者サロン活動 ボランティア養成講座

社協会費を活用 した事業の紹介社協会費を活用 した事業の紹介（一部）（一部）
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令和令和33年度年度  社会福祉協議会 会員募集報告  社会福祉協議会 会員募集報告
　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、207の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、地域福祉事業に活用させていただきます。

（単位　円）

支部社協 金額 支部社協 金額 支部社協 金額 支部社協 金額
鴻　巣 2,487,795 馬　室 1,202,500 吹上第1ブロック 593,500 吹上第5ブロック 381,500 
箕　田 1,594,000 松　原 1,083,500 吹上第2ブロック 1,243,880 屈 巣 441,000 
赤見台 501,449 笠　原 372,500 吹上第3ブロック 665,000 広 田 276,000 
田間宮 1,876,000 常　光 352,000 吹上第4ブロック 1,000,500 共 和 238,720 

内訳

●個人会費 14,309,844円 （令和４年２月末日現在）

●鴻巣
（医)愛光会 斎藤外科胃腸科医院
あおぞら薬局
㈲あきやま
㈱アサヒコミュニケーションズ
旭産業㈲
味庵
㈲荒井電気・エルメックアライ
㈲岩上製作所
兎画房
英和幼稚園
㈲エース運送
㈲遠忠屋運輸
演歌茶屋
㈱大石屋
㈲近江商店
㈱大塚商店
㈱小川商店
㈲乙女屋
柏木建設㈱鴻巣支店

㈲梶山建築工務店
かのや酒店
カフェ箱庭
川口信用金庫 鴻巣支店
木村木材工業㈱
協和化工㈱埼玉工場
㈱協和電化サービス

（医)雲母会　ひまわりこどもクリニック
㈱クボタホームクリニック
グループホーム ぬく森
㈱黒沢薬局
㈻恵済学園 関東福祉専門学校
鴻神社
糀歯科医院

（医)鴻生会 小室クリニック
鴻巣市医師会立鴻巣訪問看護ステーション
㈻鴻巣佐藤学園 鴻巣幼稚園
㈻鴻ノ巣学園　認定こども園エンゼル幼稚園
鴻巣市水道協同組合

（福)こうのとり福祉会

㈱河野組
㈲鴻文堂書店
㈲小室商店

（宗)金剛院
㈲彩国警備保障
さいたま農業協同組合 鴻巣支店
㈲斉藤金型工業所
㈱埼玉互助センター エビスヤ葬儀社
埼玉縣信用金庫 鴻巣支店
㈱佐藤不動産

（宗)勝願寺
ジェイ・ケイ リサイクル㈱
新藤商店
㈲杉浦雑貨
㈱タナベ建設
㈲玉屋化粧品店
東洋タクシー㈲
直井産業㈲
中根不動産
㈲西尾商会

（医)仁科整形外科
長谷川タクシー㈲
㈲浜丁
㈱早川建築設計事務所

（医)はやしだ産婦人科医院
ビソ－工業㈱鴻巣営業所
㈱ヒガシ

（医)斐翔会 ふたむら内科クリニック
広総業㈱
㈱広田屋
㈲府川商店
㈱フラワーコミュニティ放送
法要寺
㈱マツモト電化
㈲メイキッス
山口土地家屋調査士事務所
ゆき寿司
ロイヤル交通㈱

（医)わたまクリニック

順不同・敬称略
●法人会費 （令和４年２月末日現在）

　毎月第1木曜日の午前
10時〜11時30分に鴻巣
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、親子で楽しい
時間を過ごしています。

　児 童 や 生 徒 の 社 会
福祉への理解と関心を
高めることを目的に、
福祉体験学習の支援を
しています。
　車いすの体験やユニ
バーサルデザインの説明
などを行っています。

子育てサロン 福祉教育の推進

社協会費を活用 した事業の紹介社協会費を活用 した事業の紹介（一部）（一部）

1,356,000円

3



令和４年度 「ボランティア保険」受付のお知らせ

　★補償期間　令和４年４月１日～令和５年３月３１日です。
　　　　　　　４月１日以降に加入の場合は、翌日から補償が開始されます。
　　　　　　　各プランにより詳細が異なりますので、ご相談ください。

プラン名 基本プラン 天災・地震補償プラン 【新設】特定感染症重点プラン
保険料 350円 500円 550円

プランの違い
地震・津波・噴火に起因する死傷

補償対象外
地震・津波・噴火に起因する死傷

補償対象
地震・津波・噴火に起因する死傷
特定感染症　　補償対象

令和４年3月14日（月）から令和４年度分の加入を受付ます。
・ボランティア保険に加入するためには鴻巣市社会福祉協議会への登録（所定様式）が必要です。
　※未登録の場合は登録してください。
・令和３年度（緑色カード）の有効期限は令和４年３月３１日までです。

　ボランティア活動者のための保険です。加入することでより安心してボランティア活動にご参加いただけます。

　地域福祉活動やボランティア活動の一環として行う各種行事の際に、行事の参加者、スタッフともに補償されます。

行事の内容によりプランが異なりますので、ご相談ください。
★団体の構成員のみで行う総会や親睦が目的の行事は対象外です。
★オンラインで実施する行事は対象外です。

●ボランティア活動保険

加入プラン

注意点

●ボランティア行事用保険

 受 付  午前９時～午後５時（土・日、祝日、年末年始を除く）
 申 込 み  保険料を添えて社会福祉協議会へ（鴻巣市総合福祉センター）
 問 合 せ  地域福祉課　地域福祉グループ　TEL 048-597-2100　FAX 048-597-2102

生活困窮者自立相談支援センター
　おひとりで悩まずにご相談ください。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。

受 付  午前９時～午後４時（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

〜社協へのご厚意ありがとうございました〜 令和３年12月21日～令和４年２月20日
（順不同 敬称略）

兎画房のお客様 22,700円
岩上　茂（㈱直徳） 20,000円
躑躅森　喜代治  45,220円
栗原　昌子 30,000円

熊谷友の会　鴻巣支部 5,000円
㈱アサヒコミュニケーションズ社員一同 12,519円
アサコミ　新井 10,000円

サーモカメラ　5台 二酸化炭素濃度測定器　16台

鴻巣市社会福祉協議会は「競輪」の補助を受け、
新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業を行いました。

設置場所 設置場所

鴻巣市総合福祉センター
吹上福祉活動センター
白雲荘
コスモスの家
ひまわり荘

鴻巣市総合福祉センター
吹上福祉活動センター

社協社協がが災害ボランティアセンター災害ボランティアセンターをを立ち上げ、運営します!!立ち上げ、運営します!!
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