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ボランティア活動に関心をもつきっかけづくりになるよう、夏休みの期間中に「ボランティア体験プログラ
ム」を実施しました。今年は規模を縮小して中学３年生のみを対象とし、しっかりと感染対策をとりながら
実施しました。（７ページに掲載の記事もご覧ください。）

８月６日　けんこう交流館



令和２年度事業報告

•�理事会、評議員会、監査会、評
議員選任・解任委員会の開催
•社協会員募集月間　７月
•広報啓発活動　
　社協だより年４回発行
　ホームページ随時更新

１
法人運営

•�デイサービスセンター運営事業
　（小鹿野、倉尾、両神の３か所）
　利用者　　延べ１１,４４７名
•�地域活動支援センター運営事業
　おがのふれあい作業所
　利用日数　１８９日　
　利用者数　延べ２,２９３名
•�いきいきサロン事業
　（介護予防ケアマネジメント事業）
　実施回数　延べ２３会場
　参加人数　延べ２５９名
•�日常生活自立支援事業
　あんしんサポートねっと
　契約件数　５件

３
受託事業

•�生活福祉資金貸付事業
　特例貸付８４件　
•�小鹿野町社協福祉資金貸付事業
　貸付件数１５件

４
生活福祉資金貸付事業

•�子供球技大会助成、スポーツ大会協賛（大会中止）
•�町内の小・中・高校福祉団体助成
•�老人クラブ活動助成
•�弔辞の交付　１５２名
•�単身高齢者配食サービス事業
　（７,８月を除く年１０回）　延べ２,１８８名
•�単身高齢者夏季慰問事業（７,８月）　延べ８８９名
•�ボランティア団体活動助成　５団体
•�小鹿野町身体障害者福祉会活動助成
•�小鹿野町遺族会活動助成
•�小鹿野町民生委員児童委員協議会活動助成
•�声の広報「おがの」作成・配布（希望者）
•�福祉機器（車いす・高齢者疑似体験セット）貸し
出し

•�小地域福祉活動事業（自主サロン）
•�福祉有償運送事業「ハッピー・パートナー」
　登録者数　４０９名　　利用件数　２,６８２件
•�支え合いボランティア事業「元気応援隊」
　登録者数　３７名　　　利用件数　延べ１６４件

２
地域福祉事業

•�赤い羽根共同募金
　合計　１,４３３,３３３円
•�歳末たすけあい募金
　合計　１,３４０,３８６円
　歳末たすけあい募金配分事業
　　在宅要支援者他　７９世帯
　　単身高齢者慰問品　４４４名
　　社協だより作成

５
共同募金事業
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令和２年度決算報告

ふ だんの らしの あわせく し

【収入の部】� （単位：円）

科　　　目 金　　額
会費収入 2,046,500
寄附金収入 143,848
経常経費補助金収入 33,203,000
受託金収入 142,647,680
貸付事業収入 361,000
事業収入 7,817,345
基金積立資産取崩収入 2,000,000
受取利息配当金収入 1,835
その他の収入 29,600
その他の活動収入 1,833,280
前年度繰越金 11,619,084
事業活動収入計 201,703,172

【支出の部】� （単位：円）

科　　　目 金　　額
人件費支出 139,540,261
事業費支出 38,729,404
事務費支出 1,409,016
基金積立資産支出 2,768,166
貸付事業支出 285,000
共同募金配分金事業費支出 1,357,544
分担金支出 1,000
助成金支出 1,626,000
負担金支出 131,400
その他の支出 765,600
施設整備等支出 147,730
その他の活動支出 1,065,893

事業活動支出計 187,827,014

福祉有償運送事業 配食サービス 自主サロン　小地域福祉活動

支　出
187,827,014円

収　入
201,703,172円
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　本年６月に開催された理事会・評議員会・選任解任委員会において、下記のとおり選任されま
したのでご紹介いたします。

新　役　員　紹　介

敬称略・順不同敬称略・順不同

役職名 氏　　名 選出区分

理　事 森　　　真太郎 行 政 関 係 者

理　事 髙　根　保　生 区 長 会

理　事 多比良　キヨ子 民生・児童委員

理　事 黒　澤　光　司 議 会 関 係

理　事 逸　見　照　三 区 長 会

理　事 今　井　敏　夫 商 工 会

理　事 南　　　昭　一 行 政 関 係

理　事 近　藤　好　一 身体障害者福祉会

理　事 小　菅　髙　信 老人クラブ連合会

理　事 森　谷　正　雄 社 会 福 祉 施 設

監　事 黒　澤　耕太郎 町 会 計 監 査

監　事 高　橋　　　均 遺 族 会

【任期】令和３年６月17日から令和５年６月
定時評議員会終結の時まで

役職名 氏　　名 選出区分

評議員 山　中　豊　彦 議 会 関 係 者

評議員 鷹　啄　　　昇 区 長 会

評議員 坂　本　幸　晴 区 長 会

評議員 岩　崎　亀次郎 区 長 会

評議員 入　澤　教　雄 区 長 会

評議員 黒　沢　幸　男 区 長 会

評議員 南　　　寅　松 民生・児童委員

評議員 黒　澤　茂　雄 民生・児童委員

評議員 磯　田　清　子 民生・児童委員

評議員 横　田　岩　雄 人 権 擁 護 委 員

評議員 入　澤　民　雄 老人クラブ連合会

評議員 堀　口　武　治 公 民 館

評議員 本　間　　　信 医 師 会

評議員 黒　沢　則　子 小・ 中 Ｐ Ｔ Ａ

評議員 板　倉　盛　夫 社会教育関係者

評議員 原　口　悟　志 保 護 司

評議員 黒　田　正　子 更生保護女性会

評議員 茂　木　武　夫 遺 族 会

評議員 茂　木　英　二 青 少 年 相 談 員

評議員 坂　本　浪　枝 日 赤 奉 仕 団

評議員 黒　沢　美知子 ボ ラ ン テ ィ ア

評議員 飯　塚　もとえ ボ ラ ン テ ィ ア

評議員 黒　沢　和　夫 ボ ラ ン テ ィ ア

評議員 猪　野　龍　男 学 識 経 験 者

評議員 浅　香　　　章 社 会 福 祉 施 設

【任期】令和３年６月17日から令和７年６月
定時評議員会終結の時まで
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　５月１日より「赤十字会員増強運動月間」として、皆さまにご協力をいただきました
会費及び寄附金は、日本赤十字社埼玉県支部へ送金し、日本赤十字社の様々な事業資金
に活用されます。ここに結果をご報告いたします。

　災害時の被災者救護や新型コロナウイルス感染症（COVID-19）などの感染症拡大防止対策、防災・
減災の普及啓発やボランティアの育成など、日本赤十字社のいのちを救うさまざまな活動は、皆さまか
らの継続的なご支援に支えられています。

※その他、炊き出しなどボランティア活動の支援、青少年への防災教育、救急法や幼児安全法の講習、海外支援などに使用されます。

行政区 金額 行政区 金額 行政区 金額 行政区 金額
小鹿野　１ 16,800 長　若　１ 6,400 三田川　３ 10,400 倉　尾　８ 4,000
　　　　２ 44,800 　　　　２ 4,200 　　　　４ 8,200 小　計 33,600
　　　　３ 42,000 　　　　３ 10,200 　　　　５ 3,600
　　　　４ 6,400 　　　　４ 5,000 　　　　６ 8,200 両　神　１ 20,800
　　　　５ 1,800 　　　　５ 12,500 　　　　７－１ 3,400 　　　　２ 22,600
　　　　６－１ 15,000 　　　　６ 7,600 　　　　７－２ 1,200 　　　　３ 18,200
　　　　６－２ 15,200 　　　　７ 4,600 　　　　８ 2,400 　　　　４ 19,800
　　　　７ 22,000 　　　　８ 2,800 　　　　９ 4,200 　　　　５ 8,400
　　　　８ 37,000 　　　　９ 4,400 　　　　10 6,000 　　　　６ 6,800
　　　　９ 11,700 　　　　10 8,000 　　　　11 5,400 　　　　７ 5,200
　　　　10 0 　　　　11 6,600 　　　　12 5,000 　　　　８ 2,800
　　　　11 40,600 　　　　12 3,800 小　計 119,400 　　　　９ 12,000
　　　　12－１ 18,200 　　　　13 7,800 　 　　　　10 14,000
　　　　12－２ 27,800 　　　　14 4,400 倉　尾　１ 5,600 　　　　11 8,600
　　　　13 25,000 小　計 88,300 　　　　２ 4,600 　　　　12 7,000
　　　　14－１ 6,400 　　　　３ 4,400 　　　　13 4,200
　　　　14－２ 8,000 三田川　１－１ 18,800 　　　　４ 4,000 小　計 150,400
　　　　15 5,200 　　　　１－２ 30,000 　　　　５ 3,600

小　計 343,900 　　　　２ 12,600 　　　　６ 3,000
　 　　　　７ 4,400 合　計 735,600

（単位：円）

令和３年度　赤十字会員増強運動

あなた 被災者の皆さま迅速な救護活動

日赤の備え

●医療資機材や
　車両の購入、訓練
●救護物資の備蓄
　　　　　　など※

『里親制度』についてg g

　さまざまな事情により、家庭で生活することができない子ども達が、現在、県内で約1,800人い
ます。
　里親は、家庭で暮らせない子ども達を、温かく見守り、養育してくださる方のことです。
　もっと多くの子ども達に温かい家庭の中で生活できるよう、埼玉県では里親を募集しています。

【お問い合わせ先】
埼玉県熊谷児童相談所　里親推進担当
電　話：０４８－５２１－４１５２
E-mail：k230967@pref.saitama.lg.jp

里親制度にご興味のある方
その他ご質問のある方
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　この募金運動は、地域福祉のため、支援を必要としている方が地域で安心して生活することができるよう
に行うものです。お寄せいただいた募金は、子ども、高齢者、障がいのある方などを支援する、さまざまな
地域福祉推進のために役立てられています。

赤い羽根募金
（10月１日～３月31日）

地域歳末たすけあい募金
（12月１日～12月31日）

赤い羽根共同募金の助成を受け、様々な福祉活動に活用しています。
・福祉団体の助成・青少年の健全育成・在宅要支援者慰問・寝たきり高齢者慰問・単身高齢者慰問　など

　共同募金は、地域ごとの使い道や集める額を事前に定めて募る仕組みで、「計画募金」と呼びます。計画に
基づき、目標額を事前に設定しているため、１世帯あたりの目安額を示していますが、強制や割り当てをす
るものではありません。

募　金　の　種　類
戸 別 募 金 区長等を通じて、各世帯に協力をお願いする募金です。
街 頭 募 金 商店街、イベント会等人が集まる場所で協力をお願いする募金です。

学 校 募 金 学校と連携しながら、福祉教育の一環として取り組む募金方法で、共同募
金を通じたボランティアへの参加であることに主眼をおいて実施します。

職 域 募 金 事業所や団体の職場で務める方を対象として、クオカードやバッジなどを
活用して協力をお願いする募金です。

個人大口・法人募金 特に理解のある個人・法人を対象に協力をお願いする募金です。

（敬称略）
寄附者名 金額（円）

中　 村　 寿　 裕 10,000
募金箱（５か所） 29,216

（敬称略）
寄附者名 金額（円）

㈲森林スマイル企画　強矢栄子 20,000
中　村　寿　裕 10,000
募 金 箱（ ５ か 所 ） 6,757

（敬称略）
寄附者名 金額（円）

中　 村　 寿　 裕 10,000
募金箱（５か所） 3,330

共同募金運動
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします

　地震や豪雨等自然災害や大規模火災により甚大な被害が発生し、被災された方々への救援、復興活動を支
援するため義援金を受付けております。皆さまより温かいご支援・ご協力をいただき、誠にありがとうござ
います。義援金をいただきましたご報告をいたします。

�募金総額�　39,216円 �募金総額�　13,330円
受付は、５月31日をもって終了いたしました。ありがとうございました。

　令和３年度７月の大雨により熱海市で発生した大規模な土砂災害をはじめ、各地に甚大な被害が発生しま
した。７月９日より義援金の受付けをしています。８/18までの途中経過を報告いたします。

　お寄せいただいた義援金は、日本赤十字社に全額送金いたします。日本赤十字社を通して、被災県に設置される義援金配分委員
会で定める配分基準に従って全額が被災者へ届けられます。

義　援　金　の　報　告

令和３年２月福島県沖地震災害義援金

令和３年７月大雨災害義援金

令和３年島根県松江市大規模火災義援金
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　今年の夏のボランティア体験プログラムは、施設等のボランティア体験はせずに社協の中で感染対策をしっかりと
りながら行いました。一部ですが体験の様子をご紹介します。

　防災について日本赤十字社の方よりお話を
伺い、防災意識を高めました。

　折り紙などで飾りを作り、物作りの楽しさ
を学びました。

　使用済み切手の周りを切りそろえ、養護盲
老人ホームへ寄附しました。

　手作りのお手玉は、デイサービスセンター
の利用者さんに使っていただきます。

　参加した子ども達は、最初は緊張していましたが、最後は楽しそうでした。夏休みの一つの思い出づくりになっ
たらうれしいです♪また、小鹿野町赤十字奉仕団やお手玉サロンの皆さま等には大変お世話になりました。あり
がとうございました！

ボランティア
体験プログラム

夏の

防災セミナー

季節の飾りづくり

使用済み切手仕分け

お手玉づくり
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いきいきサロン通信
　感染症対策をとり、いきいきサロンを開催しています。サロンは、地域
の集会所等を会場に、介護予防の体操やゲームなどを行っています。サロ
ンの様子を一部ですがご紹介します！

「お手玉を持つと、
勝手に手が動くな～。」
と、楽しそうです。

スカーフを揺らしたりし
て、身体を動かします。
自然と体の動きが大きく
なります。

握力測定も行って
います。

小鹿野１３区

小鹿野１区

長若１・２区

保健師さんの健康講話
「熱中症」・「マスクのつ
け方」など

　健康サポーターの皆さんに会場
の消毒・除菌や清掃などご協力い
ただきました。
　ありがとうございました。

運動指導士によるお手玉を
使った体操を行い、楽しく
体を動かすことができまし
た。

感染症対策実施中

換気 消毒体調把握
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このお手玉は、「お手玉サロン」で一つ一つ

手作りしています。お手玉遊びをしたり、時

には昔話に花が咲きます。基本的にはおしゃ

べりせず、静かに手を進めています。

和やかな雰囲気でマイペースに行ってます。

見学だけでもどうぞ。

いきいきサロンの参加者皆さんに、

手作りお手玉をプレゼントしています。

小鹿野２区

お手玉サロン
開催日：毎週火・木
時　間：午前９時～11時まで
　　　　（お好きな時間に参加可能）
場　所：長寿ハウス（町立病院　隣）

いきいきサロンの始まる
30分前から、保健課職員
による健康相談も行って
ます。健康や介護のこと、
ご相談ください。

長尾７・８区

運動の後は、紙製の棒で
トントンと軽くマッサージ。
「気持ちいいね～！」

音楽に合わせて
ストレッチ。
自然に体が動きます。
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利用者の皆さまと職員の体調管理を配
慮し、感染症対策に取り組んでいます。
自宅での体温測定などご協力いただき
ありがとうございます。引き続きよろ
しくお願いします。

　今年の４月から新たな取り組みとして開始した機能訓練は、利用者さまがご自宅
においてトイレに行く、お風呂に入る、掃除・洗濯などをする生活機能の維持・
向上を目的として行われます。

小鹿野・両神
デイサービスセンターだより

椅子から立ちあがりと座る
動作。職員の見守り体制も
しっかり！ 以前より動作がスムーズ

になってきた様子。

棒につかまりながら、足を
上げます。

運動マニュアル
による効果的な
リハビリ訓練

成果が出てくると
やる気が続きます

転倒しないで
歩きたい。

物を取るのに
腕を上げられるように
なりたい。

趣味の園芸を
続けたい。

利用者さま一人一人のご要望を大切にし、「目標」を
設定します。
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　今できることを１日でも長く保つこと、訓練でできることが少しでも増えること
は、安心に生活を送るために重要です。
　利用者さまの在宅生活を支えるため、ケアマネージャー・保健課・通所リハビリ
センターと協働しながら、新しい機能訓練に取り組んでいます。

●�起床や食事の時間、日中の過ごし
方など、今までの習慣をなるべく
続けましょう。

●�お肉やお魚、大豆製品などを意識して取る
ようにしてみましょう。

●�会えない代わりに、電話
でのおしゃべりなど。会
話は口の筋肉を鍛えたり、
認知機能の低下を防ぐこ
とにつながります。

●�人混みをさけて、
天気のいい日は
近所を散歩する
など。

　ここ１年の間で、急に今までの暮らしが一変しました。この環境の変化、先の見
えない不安、行動の不自由さなどといったストレス状態が長く続くと、気持ちやか
らだ、考え方に様々な変化があらわれることがあります。
　こうした反応は「誰にでも起こりうる自然な反応」ですが、長引くことで不調のきっ
かけになることもあります。心身の調子を整えるポイントをご紹介します。

心身の調子を整えるポイント

新しい機能訓練は、多職種協働で取り組んでいます。

 
 

 生活のリズムを整える

 
 

 体を動かす機会をもつ

 
 

 食事も重要！

 
 

 人とのつながりを保つ

ご本人や
ご家族の意向

総合的な
支援方針目標設定や

解決する課題
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社協の
おしらせ 次の方々よりご寄附をいただきました。

・匿名希望　　様　タオル
・匿名希望　　様　下着
・匿名希望　　様　タオルケット・
　　　　　　　　　紙おむつ等
・山田　近子　様　下着
・明治安田生命熊谷支所支部長
　大山　晋太　様　マスク360枚・
　　　　　　　　　タオル30枚・
　　　　　　　　　石けん４個・
　　　　　　　　　ぬり絵2,000枚
お寄せいただいた寄附は、地域福祉のため
有効に活用させていただきます。

寄附でお寄せいただいた成人用紙おむ
つをさしあげます。
数やサイズに限りがありますのでご了
承ください。
　●尿取りパット
　●テープ式紙おむつ

住民の皆さんを対象に、1週間を限度として
車いすを貸し出しています（無料）。
通院や外出の機会等にご活用ください。

　コロナ禍が長びく中、さまざまなご事情で
生理用品のご用意が大変なかたが増えていま
す。生理用ナプキンを無料でお渡ししていま
す。お気軽にお立ち寄りください。
　対象：町内にお住いのかた
　※数に限りがあります。ご了承ください。
　埼玉県防災備蓄用の生理用品の提供を受け、
　必要なかたにお配りしています。

ふれあい作業所では、アルミ缶の回収をして、
活動資金の一部に充てています。アルミ缶回
収にご協力をお願いします。

作業所の外に回収かごがあります。自宅へ
の回収についてはご相談ください。

ペットボトルキャップ回収
社協玄関設置BOX回収結果

【発行・編集】小鹿野町社会福祉協議会　　小鹿野町小鹿野300（けんこう交流館内）
電話　７５－４１８１　FAX　７５－４５６１　http://www.ogano-syakyo.or.jp/

ご協力ありがとう

ございます！

あたたかいお気持ちを
ありがとうございます

成人用　紙おむつを
さしあげます

車いす貸し出します

必要なかたに
生理用品を無料でお渡しします

アルミ缶の回収に
ご協力ください

鹿高ボランティア部

無くなり
次第終了

４月� 23,521個
５月� 22,962個
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