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 災害ボランティアセンター立ち上げ訓練を実施しました !

ふれあい会食会を開催しました !

【午前の部】10時～12時
「災害ボランティアセンターの役割について」
　講演　埼玉県社会福祉協議会　平田有紀氏

　災害ボランティアセンターを運営する際の注意
点や社協がボランティアセンターを行う必要性に
ついて講演をしていただきました。
　また、平常時から関係機関と災害が行った場合
を想定し、連携や協定を結んでおくことが大事で
あると学びました。

【午後の部】13時～16時
　午後は、実際に災害ボランティアセンターを立ち上げて、セン
ターの運営側とボランティア側に分かれてロールプレイングを実施
しました。最後に、グループに分かれて、良かった点や課題を参加
者全員で共有しました。

　宮代ハーモニカクラブの
方々に懐メロを演奏していた
だき、参加者の方も口ずさみ
ながら楽しいひとときを過ご
しました。

　今年も宮代町食生活改善推
進員協議会の方に、バランス
の良い、おいしい昼食を作っ
ていただき、参加者の方も大
満足でした。

　また、みやしろ団世会の方
にも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。
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社協２時間サービス隊の様子
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赤い羽根共同募金

　平成27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、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。金額は次の
とおりです。

共同募金会宮代支会　平成 27年度一般募金実績
戸別募金 2,283,129 円 町内各自治会より
街頭募金 110,760 円 協力：民生委員・児童委員、役場職員、日本工業大学
学校募金 38,779 円 町内各小中高校より
職域募金 72,918 円 福祉団体、民生委員・児童委員、役場職員より
募金総額 2,505,586 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、「社協２時間サービス隊」「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。

平成 27年度　歳末たすけあい募金一覧表 （敬称略・単位：円）

②

募　　金　　先 金　額
匿名 50,000
アド建装社 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
ウッディートーク・ヤマサ 5,000
有限会社 梅喜商店 5,000
FIL マネジメント 5,000
有限会社 小河原設備 5,000
金子建設 株式会社 10,000
株式会社 木村設備 5,000
建設埼玉宮代支店 5,000
株式会社 幸和組 10,000
湖国 20,000
榊原一雄行政書士事務所 5,000
有限会社 島村工業 10,000
匿名 200,000
有限会社 セキ住設工業 5,000
有限会社 関永測量事務所 10,000

募　　金　　先 金　額
株式会社 高田工業所 5,000
高橋園芸 20,000
テシマ設計 株式会社 10,000
有限会社 東京ベンリ商会 10,000
東武レジャー企画株式会社 10,000
中村建設 株式会社 10,000
株式会社 中村工業所 5,000
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
凮月堂 10,000
有限会社 福商 5,000
株式会社 富士環境 5,000
宮代郵便局社員一同 5,000
むくの木 10,000
ミルクユウユウ 5,000
有限会社 優輝設備 5,000
横倉建築設計事務所 5,000
公設宮代福祉医療センター 10,000

募　　金　　先 金　額
ローソン 宮代和戸店 2,000 
司法書士 渡辺良一事務所 10,000 
和戸堀部歯科医院 10,000 
和戸堀部歯科医院募金箱 3,348 
近藤クリーニング商会 5,000 
赤間表具店 5,000 
オリーブ 5,000 
宮代明るい社会づくりの会 100,000 
匿名 50,000 
立正佼成会春日部教会宮代支部 50,000 
宮代町さわやかクラブ連合会クリスマス会 10,054 
匿名 598 
株式会社金子物産 10,000 
宮代町グラウンドゴルフ協会 11,850 
濱田輝夫 20,000 
渡辺チイ子 10,000
宮代町商工会 14,639 
窓口募金 437

募　金　総　額 982,926
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手話奉仕員養成講座（基礎編）受講生募集

　聴覚障がい者のコミュニケーション手段のひとつである手話を学び、
聴覚障がい及び日常会話に必要な手話の知識や技術を学びませんか。

　町内の小中学校で福祉教育に取り組んでいます。社協では、ボランティア団体と
の日程及び内容の調整や福祉機器の貸出を行い、福祉教育の支援をしました。

日　時  ：  平成 28 年５月 13 日～ 10 月 14 日の毎週金曜全 22 回
　　　　　19：00 ～ 21：00
場　所  ：  宮代町社会福祉協議会２階会議室
対　象  ：  ①宮代町手話奉仕員養成講座（入門編）を終了した方
　　　     ②手話奉仕員養成講座（入門編）修了程度の手話ができる方
定　員  ：  20 名程度
申　込  ：  宮代町社会福祉協議会へ電話、メール、直接申込
　　　  ：  電話　３２－８１９９　メール　volunteer@syakyou.org
締　切  ：  平成 28 年４月 20 日（水）

福 祉 教 育

学　校　名 学年 内　容
須賀小学校

４年

手話体験
点字体験
アイマスク白杖体験
車いす体験
精神保健「自分らしさ
とノーマライゼーション」
※笠原小のみ

東小学校
百間小学校

笠原小学校

百間小学校
１年 アイマスク白杖体験
２年 車いす体験
３年 手話体験

前原中学校 １年 アイマスク白杖体験
車いす体験

講　師　
宮代手話の会・点字サークル「宮代」
ガイドヘルプ「ユーアイ宮代」・みやしろ団世会
ＮＰＯ法人「じりつ」ふれんだむ・宮代町社会福祉協議会

ボランティア連絡会研修旅行
　12月３日（木）にボランティア連絡会の研修旅行を行いました。
　栃木県足利市にある、障害者支援施設こころみ学園を見学した
後は、史跡足利学校を観光し、参加者は親睦を図りました。

入門編を修了し、
  ステップアップ　
　　　 したい方へ

生徒感想
　今日はアイマスク白杖体験をしました。
アイマスクをして体育館の壁にそって歩
いた時、目の前が真っ暗でとても怖かっ
たです。普段見慣れている体育館を一周
するのにすごく時間がかかりました。
　目の不自由な人の暮らしについて知る
ことができました。
　これからは体験した時のことを思い出
しながら対応できるようになりたいと思
います。

平成27年度の実施状況
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　昨今、地域のつながりが希薄化しており、都市化や少子高齢化などに伴い社会的孤

立の問題が全国各地で報道されています。特に高齢化が急速に進む埼玉県においては、

安心・安全な地域社会を築くため、県民みんなで支え合う共助の仕組みをつくってい

くことが必要です。

　そこで平成２７年１１月１４日（土）進修館大ホールにて、地域からの孤立の実態と、

孤立防止の取り組みを通して、今後の活動方策を考えることを目的に孤立防止フォー

ラム in みやしろを開催しました。当日は、行政、ボランティア団体、自治会、地域住

民の方々等非常に多くの方が参加して下

さいました。

　ＮＨＫ大型企画開発センター・チーフプ

ロデューサー板垣淑子氏による、基調講演

では、ご自身が担当された企画であるＮＨ

Ｋスペシャル「認知症８００万人時代 “ 助

けて ” と言えない孤立する認知症高齢者」

を中心に、放送には無かったエピソード

や、ご自身の体験を交えながら分かり易く

伝えて下さいました。

　また、実践報告会では『男性に伝えたいメッセージ』と題して宮代町内において活

躍されている地域交流サロン、ボランティア団体の他、町外からも地域内において活

躍されている団体をお招きして、日頃の実践活動を発表して頂きました。テーマにも

ありますように、昨今では男性の独居高齢者で、社会的に孤立している人が多いこと

が内閣府の調査でも明らかになっています。しかし、同時に地域内で活躍されている

男性も多くいることも事実です。今回、実践報告を発表して頂いた皆様が所属する団

体では、男性が中心になって組織運営を行っている団体もあれば、男性が参加しやす

いように様々な工夫をされている団体も

あったりと、男性の孤立防止に関する多面

的な要素を学ぶことができる場となりま

した。実践報告をして頂いた皆様、本当に

お疲れ様でした。最後に、孤立防止フォー

ラム in みやしろを開催するにあたりご尽

力頂いたみやしろ団世会の皆様、当日お越

し頂いた多くの皆様に感謝申し上げます。

孤立防止フォーラム in みやしろ
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下半期の事業報告

 社協会長からのお詫び
　平成28年2月22日付けで、当社会福祉協議会事務
局主査の男性職員（44歳）の懲戒処分を行いました。
不適切な事務処理等により、停職 1 ヶ月の処分と
したところ、同日付けで退職願が提出されたため、
退職を承認しました。
同時に、社協事務局長を指導監督不適正で減給 1 ヶ
月の処分としました。
　当社会福祉協議会は、高齢者の孤立防止や生活
困窮者への取り組み等、地域福祉の推進を図るた
め、多くの町民の皆様の御協力をいただきながら、
懸命に取り組んでまいりましたが、このたび、こ
のような事態を招いたことを非常に重く受け止め
ており、町民の皆様に心からお詫び申し上げます。
　今後は、再発防止を図り、法人の全職員を対象に、
法令順守の研修等を実施するとともに、風通しの
良い職場作りに努め、町民の皆様の信頼回復に向
けて、職員一同で、全力を尽くしてまいります。

社会福祉法人宮代町社会福祉協議会
会  長　澤田　照夫

 わくわくバスハイク10/23（金） 〜群馬の旅〜
《富岡製糸場と群馬サファリパーク》
　皆さん、緊張した顔でバスに乗り込んだ。「あれ、
どうしたんだろう、バス旅行を楽しみにしていな
いのかな？」と担当者としては少し不安がよぎっ
た。話しを聞いてみると、今日、雨が降らないか
どうか天気の心配をしていたが、なんとか雨は降
らずにすんだ。
　バスの中では、ゲームを楽
しみ、さあ、いよいよ富岡製
糸場に到着。富岡製糸場に入
るなり、皆さんがびっくりしたのは、建物よりも
人の多さだった。ガイドさんに解説してもらい皆
さん少し難しい顔をしながら「ウンウン」と頷い
ていた。
　次に、群馬サフャリパークに到着。皆さん、美
味しいお食事に舌鼓。午後は、バスに乗って園内
を散策。皆さんが一番喜んだのは、バスを降りて、
動物と直接触れ合った瞬間であった。
みんな「わっ～」と笑顔がこぼれていた。
　帰りのバスでは、「来年は何処に行きた～い」と
盛り上がっていた。参加者、
ボランティアとして来ていた
だいた民生委員の皆さん１日
お疲れ様でした！

第24回福祉運動会
H27.10.3 in 笠原小学校

　去年に引き続き笠原小学校
での運動会。晴天で熱中症の
人が出ないか心配するほどの
天気であった。さわやかクラ
ブ連合会をはじめ、福祉作業
所・ふれんだむの方々 300 名が参加し、盛大に運
動会が行われた。参加者は、ゲームを楽しんだり、
いろんな方とお話しをし、笑顔が溢れていました。
　今年は、本当に暑くて、参加者の方が倒れない
か心配をするほどでしたが、スポーツ推進委員の
方をはじめ、フォークダンス連盟、団世会、中学
生のボランティア、民生委員、行政の方のお手伝
いがあり、無事に
運動会を開催するこ
とが出来ました。
　皆さん、ありがと
うございました。

◆ボランティア保険更新の時期だよ
　ボランティア活動保険は、ボランィア活動中又は
活動場所への往復途上に本人自身がケガをしてし
まった場合や他人にケガをさせてしまったり、他人
のものを壊してしまった場合等の事故を補償します。
　３月よりボランティア保険の更新手続が出来ます。
●年額掛金 300 円（基本Ａプラン）　　　　　　
　　　　　（掛け捨ての保険です。）
保障期間：H28年4月1日〜H29年3月31日まで

下記は、基本Ａプランの保証内容です。
【補償金額】
　死亡保険金 1,200 万円
　後遺障害保険金 1,200 万円
　入院保険金日額 6,500 円
　手術保険金（入院中） 65,000 円
　手術保険金（外来）  32,500 円
　通院保険金日額 4,000 円
　葬祭費用保険金 300 万円
　賠償責任保険金 5 億円
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社協インフォメーション

 ◆教育支援資金の貸付

■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。

　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。
　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。

 ◆生活福祉資金貸付

■福祉費・・・50 万円〜
○下記の内容の貸付を行っております。
　・生業を営むために必要な経費
　・技能習得に必要な経費
　・住宅の増改築に必要な経費
　・公営住宅の譲り受けに必要な経費
　・福祉用具等の購入に必要な経費
　・負傷又は疾病の療養に必要な経費
　・障害者用自動車購入に必要な経費
　・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
　・冠婚葬祭に必要な経費
　・引越に必要な経費
　・給排水設備等の設置に必要な経費
■総合支援資金・・・月額 15 万〜（最大半年間 )
　・世帯の中心者が失業等により生活の維持が困　
　難な場合
■緊急小口資金・・・10 万円
　・緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場
　　合の貸付

 ◆福 祉 機 器 の 貸 出

対象：介護保険の認定を受けていない高齢者また
　　　は障がい者の方
料金：無料
期間：最長６ヶ月（更新可）

《貸出商品一覧》
〇車いす
〇シャワー椅子
〇歩行器
○ロフトランドクラッチ
〇床づれ防止エアーマット
〇松葉杖
○４点杖

 ◆福祉車両の貸出

　車いすのまま乗り込むことができる車両です。
通院、旅行等、なんでもお使いください。

対象：宮代町にお住まいの方で、常時車いすを使用
　　　している方
料金：走行距離１ｋｍにつき 10 円
　　　走行距離 10 ｋｍ未満は一律 100 円
車種：ダイハツアトレー（軽自動車）
　　　※アトレー２台あります！
定員：３名
申込：電話で仮予約
　　　をお願いします。

＊数日にまたがる貸出も可能ですので是非ご利用
　ください。

歩行器

ロフトランドクラッチシャワーベンチ
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　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。

（平成27年9月～平成28年2月分）
　＜一般寄付＞  　　　　　　受付順・敬称略
□ ９/ ８  匿名 1,000円
□ 10/ ７ 宮代町ゴルフ協会 18,697 円
□ 10/ ７ 匿名 1,000 円
□ 10/15 渡辺チイ子 10,000 円
□ 10/23 昭和36年3月百間中学校卒業同窓会 5,000 円
□ 10/23 植西由美 10,000 円
□ 11/12 匿名 1,000 円
□ 11/27 宮代町グラウンドゴルフ協会 16,700 円
□ 11/30 匿名 10,000 円
□ 12/ ７ 匿名 1,000 円
□ 12/10 渡辺チイ子 10,000 円
□ 12/15 草加友の会 4,000 円
□ 12/15 渡辺チイ子 10,000 円
□ 12/18 匿名 10,000 円
□１/４  匿名 1,000 円
□１/８  植西由美 10,000 円
□１/12 匿名 20,000 円
□１/20 渡辺チイ子 5,000 円
□２/１  （一社）スポーツ吹矢協会埼玉宮代支部 10,000 円
□２/５  匿名 1,000 円
□３/２  匿名 100,000 円
□３/10 渡辺チイ子 10,000 円
□３/14 匿名 1,000 円
　＜ひまわり基金＞
□ 12/ ８ 日本キリスト教団和戸教会 5,000 円
□ 12/22 匿名 30,000 円
　＜物品寄付＞
○７/23 日下部武男 お米 100 キロ
○９/28 匿名　オムツ261枚、尿とりパッド 4 袋
  　　　ビニール手袋 2 箱、おしりふき 2 袋
○10/5  匿名　紙おむつ 2 袋、おしり拭き 3 袋
  　　  尿とりパッド2袋、 栄養調整食器4個
○10/7  匿名　車いす1台、 ポータブルトイレ1台
○10/8  加辺法士  シルバーカー1台
○10/27 匿名　　　　 封筒長４ 800 枚
○11/13 匿名　　　　 もしもしフォン
○11/13 関谷昌雄　オイルヒーター 1 台、  杖 3 本
○11/20 匿名　　　　 タオル 22 枚
○12/15 飯島政明　　 手押し車
○12/17 福島とく　尿取りパッド 4 袋、
    テープタイプのおむつ 2 袋
○１/ ８    匿名　　　 車いす
○ 2/18　匿名　　　尿とりパッド、紙オムツ

あたたかいまごころ
　　　　ありがとう!

◆心配ごと相談所
　生活上のトラブルや家庭内のもめごと、そ
のほか「どこに相談してよいか分からない」、

「誰かに話を聞いてもらいたい」という悩み
のある方は、「心配ごと相談所」
に相談してみませんか？悩みを
解決するために、まずは、始め
の一歩を踏みだしてみましょう。
きっと解決の糸口が見つかるは
ずです。秘密は厳守いたします。安心してご
相談ください。電話でも相談を受け付けてお
ります。

◆開  催  日　毎月第２木曜日
　　　　　　　（8月11日（木）は祝日につき休み）
◆開催時間　13：30〜15：30

◆場　　所　宮代町社会福祉協議会相談室

 ◆福祉の店ぶどうの樹進修館店
     ボランティア募集について
●一緒に楽しく活動してみませんか？
　日　時：月１回程度（月２回でもＯＫ）
　時　間：１２時半～１６時まで
　場　所：進修館２階ぶどうの樹
　内　容：お皿洗い

＊ボランティア未経験の方も大歓迎
　月１回程度なので無理なくボランティア活   
動ができます！！

◆宮代町社会福祉協議会の
ホームページリニューアルのお知らせ

　社会福祉協議会のホームページが新しくな
りました。事業やイベントの紹介、ボランティ
ア情報、採用情報等も掲載していますので、
是非遊びに来てください！！



ひまわりだより　　③

一年間の思い出

始めの会＆ふれあいパーティー

文化祭・お茶会
サンクスフェア

福 祉 運 動 会

音 楽 療 法
納 め の 会

職  員  研  修

防火・震災避難訓練

節 　 分

宿 泊 研 修

介護系
群馬県赤城方面

訓練系
山梨県河口湖方面

町内の保育園と節分！鬼に大変身！怖いよ～！
鬼は外、福は内！

職員スキルアップの為、職員研修を行っています。
メンバーに、より良いサービス提供を目指しています。

新メンバーが加わり、新たな一年のスタートです！

日頃の練習の成果を発揮！お客様をおもてなし

身体を動かし健康維持！みんなの声援が力をくれる

年内最後のイベント！
みんなで盛り上がりましょう！月に一度、音楽に触

れ合います

町民の皆様に町内のボランティアを紹介

今年は、初めて介護系・訓練系に分かれて
行きました

災害に備え、
訓練を行って
います。



い

つ
も
ありがとうござ

いま

す

さをり織り
　　好評発売中

　　ひまわりだより②

作業活動紹介 ４つのサービス事業
で活動しています

毎日、ウォーキングや散歩をして体力
維持しています。リハビリも機能維持の
為頑張っています。ワクワクランチや外出
する事も多く充実した毎日を過ごしていま
す。町内の皆さんからいつも暖かいご声援頂
きありがとうございます。

雨にも負けず、風にも負けず、夏の
暑さにも負けない丈夫な身体で町内の資

源を回収しています。頑張っていますので、
気軽に声をかけて下さいね。いつも、資源物を

持ってきて下さる皆さんありがとうございます。

生活介護事業

就労移行事業

生活訓練事業

就
労

継
続

Ｂ
型

事
業

資源・回収斑

清掃班

訓練班
自販機班

ひまわり斑

さをり班

洗濯班

公共施設の清掃を行っています。
メンバー全員が『綺麗に利用していただき
たい』との思いをこめて、毎日の掃除に取
り組んでいます。
就労に向けての訓練も行っています。

すだちの家のほっこりとした時間の流れの
中で、みんなで出来る事を出し合って活動
しています。笠小のみなさんや陽だまり
サロンのみなさんに支えていただきなが
ら毎日頑張っています。　

洗濯班では、六花・
老健利用者様の洗濯
業務委託を受け活動し
ています。仕事として意識
をもち、ミスのないよう心
がけながら、日々取り
組んでいます。

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。訓練班は、作業所
内の清掃・洗濯などの作業を行っています。

業務体験や実習を行い、接客業務など普段
体験出来ない事を体験しています。
是非、お立ち寄り下さい☆

☆
ボラ
ンティアさん

☆

福祉
の店

喫茶
　ぶ
どう
の樹

（進
修館
店）

27年
度の
就労
者２名

就労
おめ
でと
うご
ざい
ます
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【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

ＩＮ 群馬・山梨


