
『初めての子ども食堂』
ボランティアの皆さんに弁当を作ってもらいました
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社協だよりは、赤い羽根共同募金の分配を受けて発行しています
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特別会員会費計　270,000円

2022
社会福祉協議会会費納入の御礼
　会員の皆様には、日頃より地域
の社会福祉活動にご尽力いただ
き、ありがとうございます。また、
今回は令和４年度社協会員にご
加入いただきありがとうござい
ました。
�　皆様からお寄せいただいた会
費は、『誰もが住み慣れた家庭
や地域社会の中で、共に支え合
い、尊厳をもって、その人らしく、
安心して生活が送れる町づくり』
の実現に向け、活用させていた
だきます。
　引き続き、社協活動に対するご
支援ご協力をお願いいたします。�

　社会福祉法人
　小鹿野町社会福祉協議会
　会長　　森　真太郎

社協会費集計

特別会員（企業等）御芳名
（順不同・敬称略）

地域 一　般
会員数

金額
（円）

賛　助
会員数

金額
（円）

小 鹿 野 1,545 772,500 47 47,000
長 若 383 191,500 12 12,000
三 田 川 487 243,500 10 10,000
倉 尾 156 78,000 2 2,000
両 神 728 364,000 － －
個 人 2 1,000 4 4,000
合 計 3,301 1,650,500 75 75,000

丸京商事（株）
埼玉りそな銀行小鹿野支店
宗教法人法性寺
（株）千島測量設計
田中精機（株）
（有）西秩父水処理センター
（株）タナカ技研
（株）岩田組
（株）富山工務所
埼玉信用組合小鹿野支店
秩父エレクトロン（株）
ちちぶ農業協同組合小鹿野支店
（株）トゥプラス
（株）秩父富士
（有）秩父ワイン
鹿人コンクリート工業（株）
両神興業（株）
（株）岩崎工務店
ニッケイインスツルメンツ（株）
松本興産（株）
（有）森林スマイル企画
髙田哲郎【個人】

青少年育成事業
　子どもソフト・ポートボー

ル大会への助成

会費活用の一例

ボランティア団体育成事業
　各種ボランティア団体への

助成

地域福祉活動支援事業
　小地域福祉活動の運営

ハッピー・パートナー事業
　高齢者等の移動手段の確保とし

ての福祉有償運送事業の運営

高齢者福祉事業
　単身高齢者配食サービスや
　老人クラブ連合会への助成 GB大会

健康フェスティバル

ソフト・ポート大会
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赤い羽根共同募金
ご協力ありがとうございました

赤い羽根共同募金
ご協力ありがとうございました
　10月１日からの赤い羽根
共同募金運動に各行政区の
区長さんをはじめ、役員・
町民の皆さん、また、企業・
団体の皆さんに多大なるご
協力をいただき、大変あり
がとうございました。
　ご協力いただいた募金は、
埼玉県共同募金会を通じて
配分され、ボランティア・
青少年育成・高齢者福祉活
動など幅広い分野に活用さ
れます。

行政区 金額（円）
小鹿野地区 ５３１，９００
長 若 地 区 １２２，１００
三田川地区 １７６，１００
倉 尾 地 区 ４９，５００
両 神 地 区 ２２１，５００

合　計 １，１０１，１００
（順不同・敬称略）
企業・団体様 職域募金（円）
株 式 会 社 秩 父 富 士 ４５，９５３
株 式 会 社 リ テ ラ ３３，９８２
小 鹿 野 町 役 場 ４８，９２３
国 保 町 立 小 鹿 野 中 央 病 院 １９，５００

多くの義援金、ありがとうございました

2022ウクライナ人道危機義援金
【令和４年９月30日受付終了】
募金箱　１９４，６５５円

令和４年台風第15号災害義援金
【令和４年11月11日まで受付分】
　総額　　２２，０６５円

令和４年７月大雨災害義援金
【令和４年10月31日受付終了】
　総額　　２５，４０５円

令和４年８月３日からの大雨災害義援金
【令和４年11月11日までの受付分】

　総額　　２３，５９５円

　大規模な自然災害や国際的紛争による被災地
への温かいご支援ありがとうございました。
　11月11日までの経過を報告します。
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ハッピー・パートナー
運転ボランティア募集中

　小鹿野町の老人クラブは、会員同士親睦
や交流にとどまらず、地域の福祉活動にも
積極的に取り組み、とってもやりがいのあ
るクラブ活動を行っています。
　地域ごとにクラブが結成されていますの
で、興味がある方、ぜひ、参加してみませ
んか！　  75-4181

　インフルエンザは、ウイルスが原因となって
鼻やのど、肺、気管支といった呼吸器系の症状
が出る季節・流行性の感染症です。
　通常、日本でのインフルエンザは、11月～12
月頃の初冬から流行が始まり、翌１月～３月頃
にピークとなり、４月～５月頃に終息していき
ます。
　12月になり、これからが
冬本番となります。新型コ
ロナウィルスもですが、イ
ンフルエンザの予防にも十
分ご配慮ください。

予防には？
　手洗い、うがい、マスクの着用などが効果的
と言われています。また、予防接種を受ける
ことは重症化を防ぐための方法の一つですので、
ご検討ください。

　長引くコロナ過、そんな時代
でも献身的に介護に取り組むス
タッフがいます。
　今こそ、感謝の気持ちを伝え
るときです！

応募用紙　QRコードから
応募・問合せ
　埼玉県高齢者福祉課
　TEL 048-830-3232
締切　令和４年12月27日

　現在、ハッピー・パートナー
の担い手である運転ボランティ
アの方を募集しています。
　ボランティアに興味のある方、
車の運転が大好きな方など大歓
迎です。
　ただし、以下の要件に該当す
る必要がありますので、一度お
問合せください。
◆二種免許（普通自動車）
　【未保有者専用講習制度有】
◆ 過去２年間免許停止を受けて

いない
◆満70歳未満

老
人
ク
ラ
ブ
新
規
会
員
募
集
中

　　皆さん！
一緒に楽しみませんか！！

冬、到来！
インフルエンザの流行期です

コバトン・ハートフルメッセージ

大　募　集

使用車両は、
軽自動車が
メインです
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　あ
んしん

生活をご支援します

　あ
んしん

生活をご支援します

図書館の「ふる総イベント」に
飛び入り参加決定

と　き　12 月 18 日（日）
ところ　両神ふるさと総合会館
じかん　10 時～正午

クリスマスプレゼントあります
皆さん遊びに来てね！

開店予告
大好評につき
�再び開店

次 は３月
詳細は
後日
発表! !

福祉サービス利用援助事業

あんしんサポートねっと
判断能力の不十分な方などが
安心して普段の生活が送れるよう

「生活支援員」がお手伝いに伺います。
【例：役所などの手続・日常の金銭管理援助・書類預かり】

社協へ
相　談

（無料）

社協と

話合い

支　援
内　容
決　定

社協と

契　約

支援
開始

（有料）

ご利用が決まるまで ･････

相談は無料で、
秘密は

厳守されます！

詳しくは
こちらへ

図書館×社協

eスポ
ーツを

体験
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　『いきいきサロン』は、皆様の健康長寿や地域のコミュニティ
の場として、コロナ対策に十分配慮して行っています。
　ご近所の開催時にぜひ、お出かけください！

いきいきサロン

会場では、こじか筋力体操や歯科衛生士
さんからの口腔ケア情報、レクとして
ボッチャを行い、短い時間ですが、中身
の濃い時間を過ごしていただいています。

両神８区

長若９区

小鹿野11区

小鹿野９区

小鹿野２区

三田川２区

小鹿野６-２区長若６区

三田川10区

倉尾３区 小鹿野12-1・12-2区

三田川１-１・１-２区

長若12区 両神10区
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社協が住民の皆さんと一緒に地域の福祉を推進
するために作る具体的な活動計画です。

　現在、「地域福祉活動計画」を策定しています。
　そこで、福祉活動に対する皆様からのアイディアやご意見を募集します。
　どんなことでも構いませんのでお気軽にお寄せください。
　応募は、メールやお手紙でお願いします。

　アンケートによると、町民の皆さんが地域の
問題点と感じていることは、特に「高齢化の進
行」、「少子化の進行」、「人口減少」となっていま
す。この結果をもとに、今度の計画では『高齢者』・

『子ども』・『障がい者』・『ボランティア』・『貧困』
をキーワードに課題解決の具体的活動を考えてい
きます。

　地域活動支援センター『おがのふれあい作業所』は、
障がいのある方が、創作活動や生産活動を行いながら
社会との交流を図るために設置された施設です。
　ここでの作業内容は、町内の皆さんからご提供いた
だいた食用廃油から石鹸を、牛乳パックからペン立て
など小物を中心に手作りで製品を作り上げています。
また、地元企業のご協力により、ペットボトルのラベ
ルを折る内職にも取り組んでいます。

　作業所に隣接する売店「ふれあいキッチン」では、
これらの製品に加え、お弁当の販売も行っています。
　地域活動支援センターは、これからも地域の一員
として皆様と共に活動していきますので、引き続き
温かいご支援ご協力をお願いします。

皆さんから
のアイディア・ご意見をお寄せください皆さんから
のアイディア・ご意見をお寄せください

“助けあい、支え合う、こころ豊かなまちづくり”を目指して

↑
メールは
コチラから地域福祉活動計画って？

地域活動支援センター
神怡館での出張デイサービス
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ニ ャ ッ ピ ー Ｐ Ｌ Ａ Ｚ Ａニ ャ ッ ピ ー Ｐ Ｌ Ａ Ｚ Ａ
（社協からのおしらせ）

　仕事や普段の生活など様々な悩み
を抱え、一人で悩み苦しんでいる方、
相談してみませんか？
　相談は無料で秘密は厳守されます
ので、安心してお出かけください。

日時＆会場
　①12月17日（土）11：00～15：00
　　本庄市はにぽんプラザ
　②１月15日（日）11：00～15：00
　　熊谷市ハートピア
問合せ　埼玉県社会福祉協議会
　　　　TEL048－822－1249

ご寄附
ありがとうございます！

ご寄附
ありがとうございます！

ご寄附
ありがとうございます！

ご寄附
ありがとうございます！
期日 御芳名 寄附内容

8月 3日 匿　名 タオル

9月28日 高橋　衛一 金１３，０２０円

10月30日 ハロウィンを楽しむ会
（みどりの村キャンプ場） 空き缶

11月14日 黒澤　一利 マスク１箱
（敬称略）

ペットボトルキャップ回収

小鹿野高校
ボランティア部
小鹿野高校
ボランティア部
小鹿野高校
ボランティア部
小鹿野高校
ボランティア部

７月　55,556個
８月　27,950個
９月　25,026個

皆様のご協力�ありがとうございました。二酸化炭素削減量 795.1㎏

生活困りごと
相　談　会

成人用紙おむつ
ご利用ください

☆テープ止めタイプ
☆尿取りパット
サイズ・数に限りがありますので、
事前にお問合せください。

編集・発行：小鹿野町社会福祉協議会　TEL ７５－４１８１


