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今回の題字は、
小鹿野地区にお
住いの匿名希望
さんです

小鹿野の春の使者たち

第118号
2023.03.01

小鹿野町社会福祉協議会

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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名称等 募金額（円）
株式会社秩父富士 101,822
両神興業株式会社 160,000
虹の会 10,000
民生・児童委員協議会 21,565
小鹿野仏教連合会 45,000
サンレディースおがの 10,000
西秩父ライオンズクラブ 50,000
自然と暮らしを考える会 60,346
昭柏会 39,000
小鹿野町役場職員互助会 30,000
街頭募金（両神学童） 10,679
街頭募金（郷土芸能祭） 310
浅見初江 50,000
豊田　均 21,027
匿　名 5,747
匿　名 1,153

合　計 616,649

行政区 募金額（円）
小鹿野地区 353,800
長若地区 81,000
三田川地区 116,400
倉尾地区 33,000
両神地区 148,000

合　計 732,200

歳末たすけあい募金
ご協力ありがとうございました！
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　令和４年度も「歳末たすけあい募金」
にご協力いただき、大変ありがとうご
ざいました。
　皆様からお寄せいただいた貴重な募
金は、民生委員さんを通じて、支援を
必要とされている方（ひとり親世帯・
高齢者世帯・単身高齢者世帯など）へ
お届けさせていただきました。
　引き続き、皆様の折に触れた温かい
ご支援よろしくお願いいたします。

１月31日までの
経過を報告します。

2023年２月６日発生

昨年末に行った「街頭募金」

団体・個人等募金額� （順不同・敬称略）

地区別募金額

令和４年８月３日からの大雨災害義援金
【令和４年12月31日受付終了】

総額　２４，１６２円

社協では、「役場庁舎」及び「けんこう交流館」に募金箱を設置しています。
被災者支援のため、皆様の温かいご支援よろしくお願いします！

令和４年台風第15号災害義援金
【令和５年１月31日までの受付分】

総額　２２，５６１円

多くの義援金、ありがとうございました

トルコ・シリア地震救援金のお願い
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５月は赤十字社員増強運動月間です！５月は赤十字社員増強運動月間です！
～皆様のご協力お願いします～

　日本赤十字社では、赤十字（※１）が誕生した５月を中心に、『赤十字社員（※２）増強運動月間』
とし、社員の募集と活動資金のご協力を広く呼びかけています。
　小鹿野町社協では、町内各行政区長さんを通じて、一世帯200円の寄附金をお願いしてい
ます。皆様の温かいご支援ご協力をお願いします。
　また、同時に社員（会員）の募集も行いますので、ご希望される方は小鹿野町社会福祉協
議会事務局へ直接お申し出ください。

※１�　赤十字は、アンリー・デュナン氏（スイス人：第１回ノーベル平和賞受賞者）が提唱
した「人の命を尊重し、苦しみの中にいる者は、敵味方の区別なく救う」ことを目的と
し、世界192の国と地域に広がる赤十字・赤新月社のネットワークを生かして活動する
組織のことです。

※２　赤十字社では団体の会員を社員と称しています。

赤
十
字
の
９
つ
の
柱
（
事
業
）

Water

災害救護活動

献血事業

救急法等講習

国際支援活動

青少年育成

社会福祉

病院運営

ボランティア

看護師等育成
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　１月26日、デジタル活用支援事業（※）を活用して、会員を
対象に「スマホ活用講座」を初めて開催しました。
　もう既にスマホをお使いの方や現在買い替えを考えている
方、及び今まで触れたことのない方など様々なレベルに合わせ
て丁寧に教えていただきました。
　今回の講座は、ソフトバンク株式会社様のご協力により
実施しました。
　ご協力ありがとうございました。

老人クラブ連合会でスマホ教室
～目指せ！デジタルシニア！！

Ａさん
　「�スマホに初めて触った。便利なことは何
となく分かった。」

Ｂさん
　「また、講習会を受けたい。」
Ｃさん
　「�現在利用しているが、殆ど電話のみ。もっ
と機能を使えるようになりたい。」

Ｄさん
　「便利は分かるが、費用が気になる。」

　国のデジタル社会の実現に向けた改革の基
本方針「デジタルの活用により、一人ひとり
がニーズに合ったサービスを選び、多様な幸
せが実現できる社会を目指す」もので、令和
３年度から総務省が高齢者を対象に実施して
いるデジタル・特にスマホ教室事業。

参加した方は･････

※デジタル活用支援事業？
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　昨年10月に開店した「ニャッピー食堂“第１弾”」には、大勢のボランティアの方に
ご協力いただき、ありがとうございました。おかげさまで、町内59名の児童・生徒へ
お弁当を配布することができました。
　感想の一部を紹介します。

⃝期日　３月５日（日）
⃝時間　11：30～13：00
⃝場所　みどりの村・若者センター
⃝費用　無料
⃝対象　�子どもから高齢者までどなたでも大丈

夫です。
⃝内容　�災害時の非常食として活用されている

レトルトカレーを用意します。
　　　　�なお、数に限りがありますので、無く

なり次第配布終了となります。
　　　　予めご了承ください。

①メニューは？
　「見た目が100点！」「唐揚げがおいしかった」
　「栄養のバランスが良いと思った」
②お弁当の量は？
　�「ちょうど良かった」「中学生には足りなかった
みたい」「ご飯の量が多かった」
③味付けは？
　「ちょうど良かった」「少し薄く感じた」
　「少ししょっぱい感じがした」
④今度食べたいおかずは？
　「ハンバーグ」「卵焼き」「魚料理」
⑤自由意見から
　「毎月あると良い」「次回が楽しみ」
　「家族の話題ができた」

社協では、これら
ご意見を

参考に、次回以降
充実した

「食堂」を展開して
いきます！

ご協力ありがとうございました
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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。
　ご近所での開催にぜひ、お出かけください！

いきいきサロン

小鹿野13区

小鹿野３区

小鹿野１区

小鹿野6-1区

三田川３区
三田川４区

倉尾７･８区

長若４･５区

三田川８･９区

倉尾４区 両神11区

倉尾１区

倉尾６区

両神１区

両神６区

両神９区

長若７区

小鹿野14-１･２、15区
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　旧長若中学校活用事業の一つとして、「エイジ・フ
リー・スペース」（自由空間）を開設する準備を始め
ました。
　詳しくは、改めてホームページで紹介します。
　ご期待ください！
場所　旧長若中学校校舎２階
日時　基本毎月第２・４土曜日9：30～15：00
※町民の方ならどなたでも無料でご利用できます。
※施設内はフリーWiFi、飲食自由です。
※携帯用ゲーム機の持ち込みもＯＫです。

６月～
誰もが集える
居場所づくりを
目指して
旧長若中学校の活用

　１月11日（水）小鹿野文化センターにおいて、
花王株式会社の方を講師に招き、暮らしと健康講
座を開催しました。
　講師の方から「暮らしの中の血流改善（冷えの
解消）」と「簡単・きれいなお掃除（簡単掃除の
ポイント）」をご教授いただき、大変参考になり
ました。
　参加された方には、今後のボランティア活動に
役立つ貴重な時間となりました。

　阪神・淡路大震災（1995.1.17）、東日本大震災
（2011.3.11）からそれぞれ28年・12年が過ぎまし
た。幸い秩父地域・小鹿野町では大きな被害がな
く済みました。
　でも、秩父地域では、大雪（2014.2.14）に見舞
われとっても生活に困難したことがありました。
　「天災は忘れ
たころにやって
くる」とよく言
われます。普段
から万が一の備
えをお願いしま
す。

地域支え合いボランティア講座
～暮らしの中の健康～
開催しました

日頃から災害に備えましょう
　目の不自由な方、加齢により読書
から遠ざかっている方など本を読み
たいと思いながら読まずに過ごして
いる方は意外に多いかもしれません。
　そこで、本を音で楽しんでいただ
くため社協ホームページに「声の図
書館」を開館しました。
　第１回は、「注文の多いレストラ
ン」（宮沢賢治）です。
　以下のＱＲコードからお楽しみく
ださい。

始めました声の図書館

試聴はコチラから⇒
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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）

　社協で運営している福祉有償運送
事業“ハッピーパートナー”では、
車を運転していただけるボランティ
アさんを募集しています。
　お気軽にお問合せください！

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

12月１日 匿　名 タオルケット

12月５日 髙橋　衛一 金10,915円
（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

10月　34,099個
11月　18,576個
12月　11,911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 473.2㎏

ハッピーパートナー
運転手募集

ご利用ください
�レンタル車いす

対象　��町内にお住まいで移動に
車いすを必要とされる方

期間　原則１週間程度
費用　無料

表紙題字随時募集中！奮ってご応募ください

　虐待は、障がい者の尊厳をおびやかし、
自立や社会参加をさまたげます。
　虐待を防ぐには、住民一人ひとりが障が
い者虐待の現況を認識し、小さな兆候を見
逃さず、早期に発見することが大切です。
　皆様のご理解ご協力をお願いします。

編集・発行：小鹿野町社会福祉協議会　TEL ７５－４１８１




