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ふれあい会食会を開催しました！

仕事　訪問ヘルパー【パート】
資格　旧ヘルパー2級以上
時間　8:30～19:00の間で1日2時間～、午前のみ、午後のみでも大丈夫
　　　※応相談（働く日数、時間についてご相談ください）
給与　生活援助　1,300円　　身体援助　1,800円 （※土日祝日は時給200円アップです）
待遇　交通費規定内支給、有給休暇制度、制服貸与、就業年数に応じて昇給あり　

訪問ヘルパー募集！！

　『みー先生』の腹話術ショーでは、おもしろおかしなお話で参加者の皆さん大爆笑でした。
また、『オカリナデュオアプリコット』の演奏では、みんなが知っている曲を中心に演奏し
てくださり、オカリナの素敵な音色によいしれました。食事では、今年も宮代町食生活改
善推進員協議会の皆様に、バランスの取れた、ヘルシーでおいしい食事を作っていただき、
参加者の方も大満足でした。みやしろ団世会の方にも会場設営等ボランティアとして協力
していただきました。皆さんありがとうございました。

『社協宮代』広告募集
『社協宮代』に広告を載せ、宮代町全体にＰＲして
みませんか？
1枠：￥10,000（社協宮代３回分及び社協のホーム
　　　ページに１年間掲載いたします。）
　※広告のデータが無い場合は、作成も承ります。
　※掲載可能枠を募集が上回った場合は、次号に繰
　　り越しさせていただく場合があります。

～成年後見  遺言  相続  遺産分割～
☆ご相談無料  お気軽にお電話ください

      めぐみ行政書士事務所　
行政書士　加  納      恵　

TEL：0480-38-6810　携帯：090-1886-0415
南埼玉郡宮代町西粂原 1316-5



トピックス

　今回のイベントでは、初の民間出身の校長を務め、教育改革実践家の藤原和博（ふじは
らかずひろ）氏をお招きし、講演して頂きました。講演では、機械が学習し、人の代わり
になる社会が目の前にきている中で、人にしかできない力、つまり仮説を立て、みんなが
納得する答えを出す力が必要となっていること。その力を身につける体験として、近くの
参加者同士で熱のこもった話し合いを何度もしていただきました。
　また、核家族化で、つながりが希薄し、地域で子どもたちを守れなくなっている中、身
近な活動が活発になることは、自分たちの生きがいだけでなく、それ以上に子どもたちの
ためになっていることや令和の人生 100年時代は、明治期の人の一生がもう１回ある時
代だからこそ、今の目標を進む中で、次の目標を決め、常に挑戦し続ける時間にしていっ
てほしいというエールを送っていただきました。

社協宮代　第89号　　②

縁じょいフェスティバル２０
孤高の挑戦者が語る！令和時代の新しい時間の使い方

繋げる力と繋がる力 いつまでもチャレンジ

（12/7）



最優秀賞：山下心結さん ( 須賀小学校 )

第 17 回

ボランティア・サンクスフェア
With 縁じょい

　11 月 23 日 ( 土 ) 進修館にて、社協登録ボランティアグループや、“ 縁じょいライフ事業 ”
の協力団体（さわやかクラブ連合会、認定 NPO きらりびとみやしろ等）など様々な団体が
参加するイベント『ボランティア・サンクスフェア』の 17 回目を開催しました。今年度は、
あいにくの雨で例年よりは来場者は少なかったですが、新しい団体も複数参加し、メイン
の『ゆるスポーツ』や、恒例の活動紹介・体験コーナー・模擬店などで盛り上がりました。

雨の中、たくさんのご来場ありがとうございました

『誰もが支えあう社会 
  デザインコンテスト』

☆ 最 優 秀 賞 決 定 ☆

町内の小学 6 年生に「誰もが支えあう社会」
の絵を描いて頂き、サンクスフェアでの展
示・投票を行い、最も票を獲得した最優秀
賞の児童へ町長より賞状が授与されました。

宮ピョンコンテスト
結果発表

手作り宮ピョンの投票・授賞式を行いました！
なお、宮ピョンコンテストは、今年度で終了となり
ます。長年のご愛顧頂き、ありが
とうございました。

１　位 関根　美和 さん

２　位 伊藤　　楓 さん

３　位 岡村　知香 さん

ほのぼの賞 金子みくり さん

アイデア賞 後藤　優香 さん



歳末
たすけあ

い

社協宮代　第89号　　④

赤い羽根  
共同募金

　令和元年度赤い羽根共同募金運動が10月1日
より行なわれました。行政区長及び班長、宮代
町民生委員・児童委員協議会、須賀・百間・前
原中学校、須賀・百間・東・笠原小学校、宮代高
校、日本工業大学学園際実行委員会、役場職員、
町内福祉団体の方、そして町民の皆様のご協力
によりたくさんの募金が寄せられました。有難
うございました。

募金額は次のとおりです。

共同募金会宮代支会　令和元年度一般募金実績
戸別募金 2,023,660 円 町内各自治会より

街頭募金 52,062 円 協力：民生委員・児童委員、
日本工業大学、役場職員

学校募金 6,402 円 町内各小中・高校より

職域募金 100,202 円 福祉団体、民生委員・児童委員、
役場職員、社協職員

募金総額 2,182,326 円

歳末たすけあい募金
★★★地域の福祉、みんなで参加★★★

あたたかいまごころを

今年もありがとうございました。

　皆様からお寄せいただいた歳末たすけあい募金は、「歳末慰問品」等の事業費として、ありがた
く活用させていただきましたのでここにご報告いたします。

令和 元 年度　歳末たすけあい募金一覧表 （敬称略・単位：円）
募　　金　　先 金　額

伊草建設 株式会社 10,000 

匿名 100,000 

株式会社岩崎設備 5,000 

有限会社 上原工業所 5,000 

FIL マネジメント 5,000 

有限会社 小河原設備 5,000 

森牛乳宮代販売所 オシダミルク店 3,000 

金子建設 株式会社 10,000 

株式会社 木下建設 10,000 

株式会社 木村設備 5,000 

株式会社 幸和組 10,000 

湖国 10,000 

有限会社 島村工業 10,000 

株式会社 鈴木工務店 10,000 

匿名 200,000

有限会社 セキ住設工業 5,000

募　　金　　先 金　額

有限会社 関永測量事務所 10,000 

株式会社 高田工業所 5,000 

高橋園芸 20,000 

千代田冷機 株式会社 10,000 

テシマ設計 株式会社 10,000 

中村建設 株式会社 10,000 

株式会社 中村工業所 5,000 

有限会社 中村モータース 10,000 

株式会社 野口建設 10,000 

有限会社 萩原建設 50,000 

有限会社 蛭間水道設備 5,000 

福澤建設 5,000 

有限会社 福商 5,000 

株式会社 富士環境 10,000 

ペットホテル　むくの木 10,000 

ミルクユウユウ 5,000 

募　　金　　先 金　額

公設宮代福祉医療センター六花 10,000 

司法書士 渡辺良一事務所 10,000 

医王院 10,000 

株式会社 金子物産 10,000 

宮代明るい社会づくりの会 80,000 

宮代手話の会 8,660 

行政書士濱田輝夫事務所 20,000 

日本工業大学学園祭実行委員会 35,069 

さわやかクラブ連合会 19,791 

立正佼成会春日部教会 40,000 

宮代町グラウンドゴルフ協会 7,509 

横倉建築設計事務所 5,000 

有限会社優輝設備 5,000

募　金　総　額 834,029



◆教育支援資金等の貸付
■修学支度費：入学に際し必要な経費
　　　　　　　 (50 万円まで )
■教育支援費：学校生活に必要な毎月の生活費
◇学校種別等貸付限度額
　高等学校　　月額　　　35,000 円以内
　高等専門学校月額　　　60,000 円以内
　短期大学　　月額　　　60,000 円以内
　大学　　　　月額　　　65,000 円以内
◇連帯保証人：原則必要
◇利子：なし
◇対象：低所得者世帯であること。
◆総合支援資金
　離職した方への生活費としての貸付
◆福祉資金貸付
　福祉資金の中には様々な貸付資金があります
◆不動産担保型貸付資金
　土地を担保にした貸付（対象 65 歳以上）
　教育支援資金については、日本学生支援
機構、日本政策金融公庫等の貸付制度が利
用できない方が対象となります。また貸付
事業は、埼玉県社会福祉協議会の事業です。
皆様のご期待に添えない場合がござい
ますので、あらかじめご承知おきください。

　　社協宮代　第89号⑤

　福祉のために役立ててほしいと、町民の皆様
からたくさんの善意が寄せられました。
ありがとうございました。

（令和元年９月～令和２年１月分）
　＜一般寄付＞  　　　　　　受付順・敬称略
□ 9/5  奥山由珠  20,000 円
□ 9/12  匿名（郵送匿名） 1,000 円
□ 10/1  匿名  3,000 円
□ 10/2  匿名（郵送匿名） 1,000 円
□ 10/8  宮代町ゴルフ協会 24,353 円
□ 10/24 日本興新 株式会社 1,000,000 円
□ 10/30 匿名  1,072 円
□ 11/5  新井和枝  10,000 円
□ 11/18 匿名（郵送匿名） 1,000 円
□ 11/26 精神保健ボランティアころころ
    5,000 円
□ 12/2  さわやかクラブ連合会 19,791 円
□ 12/4  匿名（郵送匿名） 1,000 円
□ 12/6  匿名  30,000 円
□ 12/16 日本キリスト教団和戸教会　　       
    3,000 円
□ 12/26 匿名  10,000 円
□ 12/26 匿名  5,000 円
□ 1/8  匿名（郵送匿名） 1,000 円
□ 1/20  スポーツウェルネス吹矢宮代支部
    11,111 円
　＜物品寄付＞
○ 10/1  匿名 尿とりパッド12袋、オムツ、
   おしりふき 9 袋
○ 10/8  橋本勝己 米 10㎏
○ 10/9  島村俊夫 米 30㎏
○ 10/10 匿名 洗剤セット、防水シーツ、
   箱ティッシュ
○ 10/21 匿名 カレー（6 皿分）×90
○ 10/30 匿名 肌着 11 枚
○ 11/1　明治安田生命保険相互会社杉戸宮代営業所
   米 30kg×2、油 ×2、お手玉
○ 11/1  松村会計事務所 米 10㎏
○ 11/2  匿名 米 30㎏
○ 11/26 匿名 切手各種、ハガキ

あたたかいまごころ
　　　　ありがとう!

○ 11/29 匿名 米 10㎏、他食品多数
○ 11/29 明治安田生命保険相互会社杉戸宮代営業所
   栄養ドリンク、他食品多数
○ 12/11 匿名 丹波種黒豆 1㎏、他食品多数
○ 12/12 匿名 タオル 4 枚、雑巾 9 枚、
   他食品多数
○ 12/19 匿名 ふりかけ、みかん缶、
   他食品多数
○ 12/23 匿名 米 10㎏、他食品多数
○ 12/26 匿名 カニ缶 ×2、食器用洗剤、
   他食品多数
○ 1/6  匿名 もち ×9、他食品多数
   落花生、鮒甘露煮
○ 1/6  南波千春 紙オムツ、とろみエール、
   スポンジブラシ、P トイレ
○ 1/10  匿名 雑巾 20 枚、他食品多数
○ 1/15  杉山梨穂 小児用バギー型車イス、
   小児用座位保持椅子



自治会「わんぴーすの会」は月に１回開催されています。
メンバーさん同士で ” やりたいこと ”、” こんなことをした
らもっとひまわりの家が楽しくなるんじゃないか？！ ” と
話し合いを行っています。

活動紹介
利用者自治会「わんぴーすの会」

☆非常勤スタッフ募集中☆

４月   ふれあい昼食会

5 月   調理実習　藤棚散策

７月   サーカス　ふれあい交流会　 浅草散策

１１月　文化祭お茶会　ふれあい音楽会

6 月   ＢＢＱ

８月   ビンゴ大会 ９月   調理実習　福祉運動会

１２月   納めの会

③

仕事や作業だけではなく、自治会やイベントを通じて、
楽しく活動をしています。

★今年度は自治会での話し合いから、宿泊研修を
　　　「泊まり」と「日帰り」で希望をとって実施しました。

★ハロウィンパーティー★
自治会での希望から開催が始まったハロウィン
パーティーも、今年で4回目を迎えています。

★成人式★
今年は3名のメンバーさんが成人式を迎えました。

自治会の中で「20歳の誓い」を発表、
みんなでお祝いしています。

日帰り旅行

ムーミンバレーパーク つくばエキスポセンター

ひまわりの家での利用者さんの活動を一緒に
サポートしていただける方（生活支援員）を募
集しております。
詳しくは、宮代町社会福祉協議会
HP（http://syakyou.org/）に掲載しております。
一度体験していただくことも出来ます。
どうぞ、お気軽にご連絡下さい。

年間イベント



いつもありがとうございます

☆ボラ
ンティアさん☆

障がい福祉サービスの紹介

生活介護

就労移行

生活訓練

就労継続Ｂ型

資源・回収斑

清  掃  班

洗  濯  班 さをり班

自立訓練・自販機班

ひまわり班

福祉の店
  喫茶　ぶどうの樹（進修館店）

「相談支援事業所ひまわり」のご紹介

宮代ひまわりの家では４つの障がい福祉サービスを行っています

町内の地域の皆さまからの持込みのご協力をいただ
いたり、車に乗って公共施設などに回収させていただ
いています。重たいものでもみんなと協力しながら頑
張って運んでいます。皆さまのご協力がメンバーのお
給料になります。ご協力よろしくお願いいたします！

【回収内容】段ボール、雑誌、本、新聞紙、牛乳パック、
アルミ缶（平日９：00～16：00）

公共施設の清掃作業を行っています。綺麗
に、丁寧に業務を行うことを心がけ、利用
するお客様が清々しい気持ちでご利用いた
だけるように努めています。就労に向けて
の訓練も行っています。

洗濯班では、六花・老健利用者様の衣類の洗濯業務委託を
受け活動しています。仕事としての意識を持ち、ミスのな
いよう心がけながら、日々取り組んでいます。

就労に向けて喫茶店での接客業務を実践して
います。地域のお客様からの温かい見守りを
いただきながら職業訓練ができるところです。
是非、お立ち寄りください！！

　「相談支援事業所ひまわり」は障がいを持つ方
に少しでも潤いある豊かな生活を送っていただ
けるよう日々奮闘しております。　
みなさんの現在、そして将来についていつでも
お気軽にご相談ください！
℡ 0480-31-6690

さをり班は、笠原小学校の余裕教室をお借りした「宮代すだ
ちの家」で活動しています。生徒さんや陽だまりサロンのみ
なさんとも自然と交流できる温かい空間で、さをり織りや内
職作業など、やりがいを感じながら楽しく頑張っています。
さをり製品の販売も行っていますので、お気軽に
お越しください！

ひまわり班では、リハビリ、機能訓練や内職、町内の
ウォーキングを行って、楽しく、健康的な毎日を過ご
しています。町内などでお会いしたらぜひ、声をかけ
てくださいね！

自販機班は、町内の施設にある自動販売機
の飲料補充を行っています。また、所内の
清掃、洗濯作業も生活訓練の一環として大
切な活動で毎日頑張っています。

②



今年は　千葉・横浜方面と福島

２つの班に分かれて行ってきました !!

No.34
令和２年３月

【理　念】
一、私たちは、誰もが住み慣れた宮代町というこの地域で、一人ひとりの障がいを理解し、日々
　の生活を通して様々な経験をし、喜びや、悲しみ、しあわせを共有する人生の伴走者となります。
一、私たちは、専門職として、人としての尊厳が尊重される支援を行ない、障がい者への理解促
　進と差別解消に取り組みます。

宿泊研修旅行 IN 千葉＆福島


