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今から仲間づくりや
“地域活動”に参加を
してみたい！

“将来”を考えると
お金のことで
心配がある

外出する機会が減って
家にこもりがち．．．
誰かと話して
“安心”したい

人生１００年時代を社協とともに

相談できます！あなたの“将来”の支出に備える方法

　毎月開催している相談会で、暮らしとお金の専門家ファイナンシャルプランナー
と家計改善支援員が相談に乗ります。その後、ご希望に応じて目指す家計表の作
成や、家計改善支援計画を一緒に考え、相談者自らの力で家計管理ができるよう
支援します。相談は無料です。相談会の詳細は、社協ホームページをご覧ください。

家計のやりくりがうまくできない…　　子どもの進学費用を考えたい…　一時的に生活費が足りなくなった… お金のやりくりについて
教えてもらい、
不安が解消された！

お電話で、生活に“安心”を届けます
　利用される方の安否確認と、ちょっとしたお話し相手として、ボランティアが
友愛電話活動を行っています。直接お会いできなくても、「声のお友だち」として
生活に寄りそう活動を続けています。

週に１回お話
できるのが嬉しい。
電話がかかってくるのを
楽しみにしているよ！

興味・関心から始まる“地域活動”デビューへの一歩
（鴻巣市生活支援体制整備事業担い手養成講座） ※市受託事業

（友愛電話事業）

（鴻巣市家計改善支援事業） ※市受託事業

　いつまでも住み慣れた地域で自分らしく暮らしていくための仕組みづくりを
地域と共に考え地域活動デビューに向けた一歩になることを目指し、担い手養成
講座を開催しています。
（ボランティア講座）
　ボランティア活動に興味や関心がある方の“やってみたい”の気持ちを大切に
活動につながるお手伝いをします。

身近な地域に自分が
活躍できる場所が
あったんだ！

対 象 者  65歳以上のひとり暮らし又は日中独居で希望する方
活 動 日  毎週火曜日、または木曜日
活動時間  午前9時３０分～11時３０分、または午後１時30分～3時30分

興味・関心のある方は、
お気軽に社協まで



令和令和44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すご賛同いただきありがとうございます

ゆき寿司
ロイヤル交通㈱

（医)わたまクリニック
㈱鷲屋製麺所

●箕田
㈱梅沢製作所
㈱おおとり・コーポレーション

（福)恩賜財団 済生会支部 埼玉県済生会鴻巣病院
㈲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㈱
(一社)埼玉県左官業協会

（医)伸整会 サン歯科医院
㈱スターライン
髙橋建興㈱
大日製罐㈱ 埼玉工場
東京ペイント㈱
東成工業㈱
東京フジ㈱
㈱日経首都圏印刷 埼玉工場
平賀養魚場
㈱プラエンジ
藤岡防災設備㈱
みたけ食品工業㈱

●赤見台
㈲ミック研究所

●田間宮
㈲アートクリーン
㈱岡野工務店
㈲河野建設
須永歯科医院
㈱ソウケンシステムズ
中央住宅消毒

（福)東雄福祉会 まごやま保育園

（福)どんぐり会 どんぐり保育園 どんぐりっこ保育園
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
㈱イングコーポレーション
㈲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㈱
㈱小松屋農材
鴻巣市リサイクル事業協同組合
鴻巣ライオンズクラブ

（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
㈱アサヒ創建
㈻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
㈲関澤商店

(一社)埼玉県指定自動車教習所協会
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

●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
㈲北本マイカーセンター

（税)黒田会計事務所
熊谷商工信用組合 吹上支店

（医)経誠会 田嶋医院
（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
埼玉縣信用金庫 吹上支店
埼玉水栓㈱
斎藤商事㈱
㈲しのぶ商事
仙道フライ

（医)田辺耳鼻咽喉科医院
多島小児科医院

（医)坪山整形外科
寺田薬局 吹上南店
㈱ナガタケ
にしかわ 大芦店
㈱根岸輪業
㈲野口商店
㈱ハピネスリフォーム
㈱原商店
㈲フィット
㈲ファニー・クラフト
福嶋電気㈱

㈻吹上学園 吹上中央幼稚園
峯岸運送㈱
㈲山兼セレモニー 吹上平安会館
山﨑クリーニング
㈱柳建設
㈲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
相原医院
㈲川里防災設備
川里広田郵便局

（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
㈲小山運送店
㈲坂本縫製
㈲坂口石油

（宗)善勝寺
㈱田嶋製菓
たいよう薬局

（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

●その他（市外・団体）
㈱イズミ
㈱オカマツエンヂニアリング
埼玉トヨペット㈱ 北本支店
㈱静岡ヤマサ園
㈱長島冷暖房サービス
鴻巣川里工業団地工業会
鴻巣市民生委員・児童委員協議会連合会
鴻巣市役所部課長会

　ボランティア講座（おとな大学）は、ボランティアに興味や関心のある方を対象にボランティア活動を始める
きっかけづくりを提供することを目的として平成28年度より実施しています。
　今年度は、「おとな大学ボランティア学科」を開校し、11月3０日から2月22日の全
8回で開催しました。
　5期生となった7名の受講生は、高崎健康福祉大学講師の岡田哲郎先生やボラン
ティアグループ、地域包括支援センターによる講義、ボランティア実習の中で地
域の課題や魅力、地域活動について学びました。この講座に参加することで地域
デビューの一歩を踏み出した受講生の、卒業後の活躍に期待しています。

ボランティア講座（おとな大学）

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）

授業の様子
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令和令和44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、21５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 2,468,432 馬　室 1,191,100 吹上第１ブロック 586,500 吹上第５ブロック 388,000 
箕　田 1,628,000 松　原 1,080,500 吹上第２ブロック 1,167,500 屈　巣 430,500 
赤見台 390,048 笠　原 366,000 吹上第３ブロック 641,500 広　田 300,000 
田間宮 1,669,000 常　光 358,500 吹上第４ブロック 1,000,500 共　和 238,340 

内訳

●個人会費 13,904,420円 （令和5年2月１7日現在）

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

かのや酒店
川口信用金庫 鴻巣支店
㈱キハラ
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
㈱黒沢薬局
けやき歯科クリニック 鴻巣駅前

（医)鴻生会 小室クリニック
㈻鴻ノ巣学園 認定こども園 エンゼル幼稚園
㈲鴻文堂書店
㈲小室商店
鴻神社
㈱河野組
鴻巣英和こども園
鴻巣市水道協同組合
鴻巣訪問看護ステーション
金剛院

（福)こうのとり福祉会
㈻鴻巣佐藤学園 鴻巣幼稚園
鴻巣敬神会露商組合
糀歯科医院
さいたま農業協同組合 鴻巣支店
㈱佐藤不動産
㈲斉藤金型工業所
埼玉縣信用金庫 鴻巣支店
㈱埼玉互助センター エビスヤ葬儀社

（医)三療会 たけうちクリニック
勝願寺
ジェイ・ケイ リサイクル㈱
新藤商店
㈲杉浦雑貨
㈲玉屋化粧品店
㈱タナベ建設
(特非)地域自立支援グループ あん
寺田薬局 鴻巣東店
東洋タクシー㈲
直井産業㈲

中根不動産
撫でし子㈱
㈲西尾商会

（医)仁科整形外科
㈱日産サティオ埼玉北 鴻巣店
野沢運送㈱
㈱早川建築設計事務所
長谷川タクシー㈲
萩原歯科医院
㈲浜丁
㈱ヒガシ
広総業㈱
㈱広田屋
ビソ－工業㈱ 鴻巣営業所

（医)斐翔会 ふたむら内科クリニック
㈲府川商店
法要寺
㈱マツモト電化
㈻明星学園 関東福祉専門学校
山口土地家屋調査士事務所

順不同・敬称略
●法人会費 （令和5年2月１7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。
　事前申込は不要、小さなお子さんも大歓迎です。
　ぜひご参加ください。

　身近な地域の困りごとを早期に発見するために、
日常的な見守りを行う

「福祉見守り員」が活動
しています。ちょっと
した変化を発見した場
合は、民生委員・児童
委員や社会福祉協議会
につなぎます。

子育てサロン 見守り活動

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）

1,364,000円

新任研修会の様子
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社会福祉協議会スタッフ（準職員）募集！

募集施設・業務内容等 募集 勤務時間 時給

吹上太陽の家 利用者の介助・作業補助・生活指導 1名 月～金の週3日 午前8時30分～午後5時15分の7.75時間 1,０２０円

共和放課後児童クラブ 下校後の小学生の見守り・支援 1名 月～土の週3日 午後1時15分～午後7時の5～6時間程度 1,０1０円

令和5年度 「ボランティア保険」受付のお知らせ

　★補償期間　令和5年4月1日～令和6年3月31日です。各プランにより詳細が異なりますので、ご相談ください。

※1　特定感染症は補償対象となりますが、新規加入の場合、補償開始日から1０日以内は補償対象外となります。

プラン名 基本プラン 天災・地震補償プラン 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　　　 ※1

地震・津波・噴火に起因する死傷
補償対象　　　 ※1

地震・津波・噴火に起因する死傷
特定感染症　　補償対象

令和5年3月１３日（月）から令和5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。

　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。

●ボランティア活動保険

●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

高齢者サロン助成金
　社会福祉協議会では、サロンが身近な地域で開催され、いつでも気軽に集えるように応援しています。
　また、サロン活動に関するご相談もお気軽にお問合せください。

 対象サロン  市内を活動場所として、高齢者などが参加し年間1回以上の活動をしていること
 対象経費  折り紙、コピー用紙等の消耗品や保険代など
 助 成 額  一人ひと月　100円（参加者・協力者の双方が対象になります）
 問 合 せ  地域福祉課 地域福祉グループ　TEL 048-597-2100　FAX 048-597-2102

～身近な場所につどう、サロン活動を応援します！～

　社会福祉協議会では、市内の事業所で一緒に働く仲間を募集しています。ご応募をお待ちしています。

※放課後児童クラブの土曜日、夏休み等の長期休業期間は、午前7時3０分～午後7時の間で7h程度の勤務時間です。

応　　募  電話連絡（月～金の午前9時～午後5時）の上、履歴書（写真添付）・資格の写しを提出ください（郵送可）。
そ の 他  交通費支給、勤務時間により社会保険・雇用保険に加入します。

　　　　　採用予定日等の詳細については、後日実施する面談にて調整させていただきます。
問 合 せ  福祉事業課　TEL 048-578-8707　FAX 048-578-8708

　　　　　※ 募集の詳細については、右記のQRコードより、社協ホームページをご覧ください。
　　　　　※ 社協ホームページ等に掲載しているため、募集が終了している場合があります。 社協ホームページ

〜社協へのご厚意ありがとうございました〜 令和4年１2月１6日～令和5年2月20日
（順不同 敬称略）

躑躅森　喜代治 49,345円
兎画房のお客様 26,500円
全国友の会　鴻巣支部 5,000円
㈱アサヒコミュニケーションズ社員一同 11,905円

岩上　茂（㈱直徳） 20,000円
近藤　充夫 20,000円
鴻巣市遺族会笠原支部 9,794円
匿名 104,815円
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