
小鹿野町社会福祉協議会 第103号
令和元年６月１日

両神デイサービス

♦社協だよりは、赤い羽根共同募金の分配をうけて発行しています。♦

目  次当会では町から受託し、３か所のデイサービス（小鹿野・
倉尾・両神）を運営しています。利用される皆さんが、
心地よく、自然体でくつろげるように、特色あるデイサー
ビスづくりに努めています。介護予防体操や季節の行事
なども取り入れています。

♦令和元年度事業計画と予算…………P２～３
♦社協会員募集・あんしんサポートねっと……P４
♦ハッピー・パートナー…………………P５
♦いきいきサロン………………………P６～７
♦夏のボランティア体験プログラム……P８～９
♦イベント・お知らせ………………P10～12デイサービスとは、日帰りで利用できる通所介護サービスのことです。

デイサービスの利用者
の皆さんと職員で一つ
一つ紙で作った工作
（藤の花）です。

通所介護A型では、介護予防の体操を町の
健康運動指導士さんが丁寧に行っていま
す。いつも笑顔で、皆さん楽しそうです。年間を通じて、いろいろな慰問が訪れていた

だくのも、皆さんの楽しみの一つです。



令和元年度 事業計画・予算
　小鹿野町社会福祉協議会の理事会が３月19日、評議員会が３月26日に開催され、令和元年度事業計画・
予算の審議を行い、全て原案のとおり決定いたしました。令和元年度の予算額は次のとおりです。

（単位：千円）

一　般　会　計　予　算
地域福祉事業 59,298 地域活動支援センター 22,347
　法人運営事業 44,581 　ふれあい作業所運営事業 22,347
　心配ごと相談所事業 392 小鹿野デイサービスセンター 41,830
　福祉資金事業 1,201 　小鹿野デイサービスセンター通所介護事業 41,830
　福祉基金事業 501 両神デイサービスセンター 48,248
　共同募金配分金事業 2,411 　両神デイサービスセンター通所介護事業 42,608
　移送サービス事業 3,451 　両神デイサービスＡ型通所介護事業 5,640
　福祉サービス利用援助事業 472 倉尾デイサービスセンター 38,045
　介護予防ケアマネジメント事業 6,289 　倉尾デイサービスセンター通所介護事業 38,045

合　　　　計
209,768

そ　の　他　会　計　予　算
共同募金会小鹿野町支会予算 2,816 日本赤十字社小鹿野町分区予算 1,013
　本部会計 64
　寄附金会計 2,750
　災害たすけあい義援金会計 2

合　　　　計
3,829
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【福祉教育事業】
●町内学校へ福祉教育活動費助成
●福祉教材の貸し出し

【母子父子福祉事業】
●母子父子家庭交流事業

【児童福祉事業】
●青少年健全育成
●各種子供スポーツ大会助成

【在宅サービス事業】
●�通所介護サービス事業：３施設（町受託事業）
●�福祉有償運送事業（ハッピー・パートナー）
●�地域活動支援センター「おがのふれあい
作業所」運営� （町受託事業）

●声の広報「おがの」作成
●�日常生活自立支援事業（あんしんサポー
トねっと）

●支え合いボランティア事業～元気応援隊～
●�安心セーフティネット（生活困窮者自立
支援）相談

【生活相談事業】
●心配ごと相談所開設（毎週木曜日）
●給付事業（災害見舞金の給付）

【資金貸付事業】
●生活福祉資金の相談・申請
●福祉資金貸付事業

【障がい福祉事業】
●身体障害者福祉会活動費補助

【戦没者遺族福祉事業】
●遺族会活動費補助
●忠魂碑等管理
●�小鹿野町戦没者追悼式（町主催）の協力

【共同募金事業】
●赤い羽根共同募金配分事業
●歳末たすけあい慰問事業

【高齢者福祉事業】
●老人クラブ連合会活動費助成
●老人クラブ活動支援
●敬老会（町主催）の協力
　高齢者趣味の作品展
●単身高齢者事業の実施
　（配食サービス・夏期慰問）
●いきいきサロン事業（町受託事業）
●小地域福祉活動

【ボランティア活動事業】
●ボランティア活動の支援
●ボランティア体験プログラム
●ボランティア団体活動費補助
●ボランティア養成講座の開催
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　会員の皆さまからお寄せいただく会費は、地域福祉事業の原動力です。多くの方々にご賛同い
ただき、心より感謝申しあげます。　
　７月１日から３１日までを会員募集強化期間とし、各区長さんを通して地域の皆さんへ会員加
入と会費のご協力をお願いします。どうぞご理解とご支援をいただきますようお願いいたします。
　また、特別会員に加入していただいている法人につきましては、別途「ご依頼文書」を送付い
たします。ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。

　認知症等で物忘れなどある高齢者や知的障害・精神障害のある方などが、安心して生活が送れ
るように、定期的に訪問し援助をします。

【会費の種類及び年会費】
一般会員（一般世帯を対象）	 年　　額� ５００円
賛助会員（趣旨に賛同いただいた個人を対象）	 一口年額� １，０００円
特別会員（企業・団体を対象）	 一口年額� ５，０００円

社協会員加入のお願い

あんしんサポートねっと（福祉サービス利用援助事業）

社協会員募集
強化月間

７/１～７/31

基
　
本

福祉サービス利用援助 　さまざまな福祉サービスの利用をお手伝いします。
●定期的に訪問し、福祉サービスの利用についてご相談をお受けします。
●福祉サービスの内容や利用の仕方をご説明します。
●福祉サービスの利用について、担当の方におつなぎします。

選
　
　
択

日常生活上の手続き援助 　日常の暮らしに必要な事務手続きをお手伝いします。
●郵便物の整理や日常の暮らしに必要な事務手続きのお手伝い。
日常的金銭管理 　日常の暮らしに必要なお金の出し入れをお手伝いします。
●公共料金の支払いや日常の暮らしに必要なお金の出し入れに関するお手伝い。
書類等預かりサービス 　大切な書類などをお預かりします。
●�預金通帳や権利書などの大切な書類を、ご自身で保管することが不安な場合、お預かりします。�
（書類等は金融機関の貸金庫で保管します）

●�１回１時間まで1,200円（ただし、日常的金銭管理に使用する通帳をお預かりする場合、
または金融機関において代理により援助を行う場合、１回１時間まで1,600円になります）

●書類等預かりサービス：基本料2,000円（１年間）＋利用料　500円（１か月）
●生活保護世帯は無料です。

利用料金

+
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福祉有償運送事業　福祉車両による移送サービス事
業（名称：ハッピー・パートナー）
を実施しています。
　ご利用をご希望の方は、事前に
会員登録をする必要がありますの
で、お問い合わせください。

利用対象者：社協会員で町内に
住所を有し、単独で移動するこ
とが困難な方、また公共交通機
関を利用することが困難な方で、
次の要件のいずれかに該当する
方。
●�介護保険法の要支援・要介護
認定、事業者対象者認定を受
けている方

●�障がい者手帳をお持ちの方
●�その他障がいを有する方など

利用時間
午前８時から午後６時
（時間外利用は要相談）
予約制
基本料金は「距離制」

移送範囲：埼玉県内
（行き帰りの出発地点
のどちらかが小鹿野町
であること）
※他市町から他市町へ
の移送不可。

利用の様子

1日目（座学）
会場　彩の国すこやかプラザ
　　　（さいたま市）
２日目（実技）
会場　県民活動総合センター
　　　（伊奈町）

運転に関する要件
●普通自動車２種免許
※�２種免許がない場合は、移送サービス運転協力者認定講習会（２日間）
を受講する必要があります。
　講習にかかる参加費及び交通費は当会で全額負担します。
●過去２年間に運転免許が停止になっていない方
●心身ともに健康なおおむね70歳未満の方

運転協力に対する謝礼
１か月の活動状況により、１時間あたり900円の謝礼を当会よりお支払い
いたします。

運転ボランティア募集中
福祉有償運送事業「ハッピー・パートナー」にご協力いただける方
（運転手）を募集しています。

一緒に活躍しましょう！

車いすで乗降できる福祉車両
もあります。

付き添いの方１名まで
同乗できます。

車の中の様子です。
スロープが出てきます。
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　健康づくりと地域の交流を図りながら、和気
あいあいと過ごしていただく「いきいきサロン」。
各地区の集会所などをお借りして開催しています。
昨年度の様子を一部ご覧ください。
『気軽に』・『無理なく』・『楽しく』をモットーに開催しているいきいきサロンです。

小物入れを牛乳パックで作り
ました！ちょっと難しかった
けど、みんな可愛くおしゃれ
にできました♡

カマボコ状のスラックレー
ル！めちゃくちゃ難しかった
ですが挑戦しました♪

小鹿野地区

長若地区

H30年度の実績
●実施行政区	 59地区
●回数（延べ）	 118回
●参加者数（延べ）	1，673人

小鹿野6-1区

長若13区

長若14区

小鹿野７区

長若７区

長若12区

小鹿野３区 小鹿野11区

いきいきサロン通信いきいきサロン通信

昨年度から取り入れたマグダ
ーツは男性の方にも大人気！
チーム戦で和気
あいあいと楽し
みました♪
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毎年恒例になりました。
伝統行事の『まゆだま作り』
で、皆さんの笑顔があふれま
した。

風せんバレーはルール無用の
白熱バトル！
引き分けでは帰れません‼

手品の町田芳文さんにもお越
しいただきました。お金が
増える手品では、
皆さん目が皿の
ようでした♪

〔お詫びと訂正〕
第102号の写真説明文『長若13区』
において、誤りがございました。
正しくは、『長若12区』です。
以上のように訂正し、ここに謹んで
お詫び申し上げます。

三田川地区

倉尾地区

両神地区

輪投げに腕が鳴ります！
真剣勝負で顔もピリリ

サロンも男性の参加も増えて
来ています。老若男女問わず、
お待ちしております♪

両神10区 両神９区

両神８区 両神４区

倉尾４区 倉尾６区

三田川8.9区 三田川３区

倉尾５区 倉尾7.8区

三田川２区 三田川６区
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番号 メニュー名 活動内容 活動場所

1 特別養護老人ホーム小鹿
野苑での介助体験

車いすの移動介助、入所者さんの話し
相手、その他職員がお願いする簡単な
介護のお手伝いなど

特別養護老人ホーム
小鹿野苑
（下小鹿野2551）

2 特別養護老人ホーム花菖
蒲・両神での介助体験

レクリエーションのお手伝い、部屋の
お掃除など

特別養護老人ホーム
花菖蒲・両神
（両神薄1060-1）

3 小鹿野デイサービスセン
ターでの介助体験

利用者さんの話し相手、お茶入れ、移
動のお手伝い、昼食の配膳など

小鹿野デイサービス
センター
（下小鹿野2551）

4 両神デイサービスセン
ターでの介助体験

利用者さんの話し相手、移動のお手伝
いなど

両神デイサービス
センター
（両神薄2395）

5 花菖蒲・両神デイサービ
スセンターでの介助体験

レクリエーションのお手伝い、部屋の
お掃除など

花菖蒲・両神デイ
サービスセンター
（両神薄1060-1）

6 小鹿野幼稚園
ボランティア 行事の準備（除草作業など） 小鹿野幼稚園

（小鹿野2743）

7 小鹿野保育所
ボランティア

プール準備・片づけ・おそうじ、おも
ちゃ・砂場の消毒、行事に向けての準
備など

小鹿野保育所
（小鹿野2744）

8 両神保育所
ボランティア

除草・所庭のおそうじ、保育のお手伝
い、おもちゃ消毒、プール掃除

両神保育所
（両神薄2901-1）

　　 の
ボランティア体験プログラム

　小学生、中学生、高校生の皆さん。今年の夏休みは、ボランティアを通じて、普段では味わえ
ない感動や達成感を体験してみませんか？一人でも多くの方々の参加をお待ちしております！
　町内の在学中の生徒を優先的に事前受付しているため、定員に達している場合もございますので、
ご了承ください。

大人も参加
できます。
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番号 メニュー名 活動内容 活動場所

9 小鹿野学童クラブボラン
ティア

学童保育、夏休み中の子供の相手、学
習のフォローなど

小鹿野学童クラブ
（小鹿野2790-1）

10 小鹿野学童クラブ遊
ボランティア

子供たちと一緒に遊ぶ（工作、外遊び、
川遊び等）、おそうじなど

小鹿野学童クラブ遊
（小鹿野2662-1）

11 両神学童保育室
ボランティア おそうじ、除草、保育のお手伝いなど

両神学童保育室
（両神薄2762）

12 子育て支援センター
ボランティア

参加した親子と一緒に遊ぶ、おもちゃ
の制作、おそうじなど行います。

子育て支援センター
（飯田2732）

13 災害時の炊き出し訓練 災害時に備え、日赤奉仕団の皆さんと
炊き出し訓練を行います。

般若の丘「いきいき館」
（般若361）

14 クリーンアップ大作戦 商店街やバイパス沿いのゴミ拾い
小鹿野町社会福祉協議会
（小鹿野300）

15 まごころメール
ボランティア

町内の一人暮らしの高齢者の方にまご
ころを込めて絵手紙を書きます。

小鹿野町社会福祉協議会
（小鹿野300）

16 七夕フェスティバル出店
ボランティア

日赤奉仕団の皆さんと一緒に七夕フェ
スティバルに出店し、地域の人たちと
触れ合いながら販売活動、募金活動な
どを行います。

小鹿野町社会福祉協議会
（小鹿野300）

17 クッキングボランティア
簡単でおいしいお菓子を作り、デイ
サービスセンターの利用者さんに届け
に行きましょう。

般若の丘「いきいき館」
（般若361）

18 いきいきサロン
ボランティア

地区の集会場等で開催されるいきいき
サロンのお手伝い（ゲームや体操など）
を行います。

小鹿野町社会福祉協議会
（小鹿野300）

問い合わせ先

社会福祉協議会
TEL ７５－４１８１

詳しい日程・内容については、7月１日配布の「広報おがの」と一緒に回覧するチラシ
をご確認ください。
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世代間交流広場にて、春
の陽気につつまれた晴天
のもと、愛好会の選手の
皆さんによる熱戦が繰り
広げられました。

町立病院の敷地内で、町立病院・福祉課・保健課・社協
職員による、合同の避難訓練が行われました。病院内で
火災が発生し、患者さんの誘導や避難を想定して実施し
ました。

いきいき館で、災害時を想定
した訓練が行われました。ハ
イゼックスという袋を使って
料理しました。その後、エコ
ノミー症候群の予防体操も行
いました。

美の山ヘリテイジでこころの
つどいが開催されました。昼
食や温泉を楽しみ、演劇や歌
に感動しました。イベント

ゲートボール
愛好会大会

合同消防訓練

日赤奉仕団
炊き出し訓練

こころのつどい

4/2

3/27

3/11

3/4
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桜の花びらの舞う下小鹿野
グラウンドでプレーを楽し
みました。
また、小鹿野町警察署より
交通安全や振り込め詐欺の
講話がありました。

交通安全グラウンド
ゴルフ大会

4/19

　求職中の方と求人事業所の出会いの場を
提供する相談会を開催します。
日　時　７月21日（日）12時～15時
会　場　飯能市市民活動センター
　　　　（住所　飯能市栄町24番地４）
参加費　無料

埼玉県社会福祉協議会　福祉人材センター
電話０４８－８３３－８０３３

予約不要

問い合わせ

基調講演

心配ごと相談所

12：00～12：45　就職支援セミナー
　　　　　　　　　�体験談や福祉の求人動向など
13：00～15：00　就職相談会（個別面談会）

ひとりで悩まないで、気軽にご相談ください。
相談は無料で秘密は守られます。
　◎相談日時
　　毎週木曜日　10時～15時
　◎相談場所
　　社会福祉協議会　相談室
　（第３木曜日は両神振興会館です）

権利擁護、成年後見制度について学ぶ
～あなたの“人生”を生きるために～

＜主催＞ちちぶ圏域ケア連携会議
＜後援＞ちちぶ定住自立圏推進委員会（秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町・小鹿野町）秩父郡市医師会
【問い合わせ】　ちちぶ在宅医療・介護連携相談室　TEL　２５－５０１３
　　　　　　　秩父市立病院　地域医療連携室　　TEL　２３－０６１１

★★まずは認知症について学びましょう★★
「認知症　～こんなことで困っていませんか？～」
　　　　　　　　　秩父郡医師会副会長　西　秀夫先生（秩父脳外科内科クリニック院長）
★劇団いきあい公演★
　　地域包括ケアシステムが支えるある地域の物語～「権利擁護編」～

「意思決定支援を踏まえた成年後見活動について」
　～本人情報シートと意思決定支援ガイドラインを適切に活用するために～
　法テラス埼玉法律事務所　弁護士　水島俊彦先生
日　時：６月２３日（日）
　　　　１３：３０～１６：００（１２：００開場）
場　所：秩父宮記念市民会館
入場料：無料（事前申し込み不要）

地域就職相談会（福祉の仕事）

第５回　ちちぶいきあいフォーラム
開催のお知らせ

開演前ロビーにて
嗅覚（におい）チェック
体験しませんか？（無料）

小鹿野町社協だより（第103号） 令和元年６月１日
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切手のまわりに
5～10mm程度
の余白を残し
て、台紙ごと切
り取ってお持ち
ください。

お寄せいただいた寄附は、その趣旨にそって有効に活用させていただきます。

あたたかいお気持ちをありがとうございます

ペッ
トボ
トル

キャ
ップ
回収

荒谷　俊文　様・相沢　サダ子　様　金　54,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　（長留川しだれ桜書画展売上）
匿名希望　様　金　　3,032円
匿名希望　様　金　　　166円

地域福祉に役立ててほしいと次の方々よりご寄附をいただきました。

エコキャップ推進協会へ提供させて
いただきました。

使用済みの切手を集めて、福祉に活用しています。
集められた切手は、養護盲老人ホームひとみ園に
郵送しています。
皆様から寄せられた使用済み切手によって施設の
拡充などに役立てられています。

成人用 紙おむつ
さしあげます

使用済み切手を集めています

☆テープ止めタイプ
☆尿とりパット
※�サイズ・数に限りがあ
ります。

鹿高ボランティア部

ペットボトル以外の
キャップは入れない
ようにお願いします。

地域の皆さんにご協
力いただき、ありが
とうございます。

社協からのお知らせ

1月　17,114個

2月　22,231個

3月　20,769個

社協玄関設置BOX回収結果

小鹿野町社会福祉協議会
小鹿野町小鹿野300番地（児童館内）
電 話 ７５－４１８１
FAX ７５－４５６１
http://www.ogano-syakyo.or.jp/

新しい職員の新しい職員の
ご 紹 介ご 紹 介

新しい職員が入職し
ました。
どうぞよろしくお願
いいたします！
４月１日付
【事務局】� 茂木尚子
５月16日付
【ふれあい作業所】
� 八木幸枝
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