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赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金
10月より、スタートします。10月より、スタートします。

『赤い羽根共同募金の仕組みと使い道』
　宮代町内で集められた募金の半分が宮代町社会
福祉協議会へ事業費として配分され、残りの半分
は県内の福祉施設や団体へ配分されます。
　共同募金のお金は、宮代町社協では、高齢者福
祉事業（一人暮らし高齢者の慰問活動・旅行・会
食会 等）、福祉教育事業等を行う貴重な財源となっ
ております。

7月14日に、埼玉県の大野知
事、岡県議会議員が、令和３年
５月６日にオープンした福祉交
流館すてっぷ宮代（宮代町社会
福祉協議会）を視察し、社協の
職員とさまざまな意見交換をさ
せていただきました。

埼玉県 大野知事 福祉交流館すてっぷ宮代を
視 察 　

※新型コロナウイルスの影響で、駅での街頭募金については、中止とさせていただきます。

さいたまポーズの仕掛人、鷺谷さんと町内在住
で作業療法士の吉川亮平さん、お二人が運営さ
れている埼玉県に関する情報発信サイト「そう
だ埼玉 .com」にて、「福祉交流館　すてっぷ
宮代」が紹介されています。インターネット環
境があれば、YouTube（オンライン動画共有
プラットフォーム）で「そうだ埼玉 TV」と検
索すると動画を見ることができます。

※右記 QR コードをスマート
フォンで読み取るとご覧いた
だけます。

福祉交流館すてっぷ宮代が紹介されています福祉交流館すてっぷ宮代が紹介されています !!



ヘルプマークを知っていますか？
援助が必要な方のためのマークです。

　ヘルプマークの赤は支援を必要としていること、外見からは分からなくても援助が必要な方が
います。このマークを見かけたら、電車内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、
思いやりのある行動をお願いします。義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、
または妊娠初期の方など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の
方に配慮を必要としていることを知らせることで援助を得やすくなるよう、作成されたマークで
す。街中や公共交通機関など生活の様々な場所で、周囲
からの配慮を必要としている方がいます。
　ヘルプマークを身に付けた方を見かけた場合は、電車
内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、
思いやりのある行動をお願いします。

Q: どんな方がつけているの？
A：義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、発達障害をはじめ、感覚過敏によっ
てマスクの着用が困難な方、または妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としている方です。また、
あまり知られていませんが、認知症の方もヘルプマークの対象となります。

Q: ヘルプマークを身につけている方を見かけたらどうすればいいの？
A：外見では健康に見えても疲れやすかったり、つり皮につかまり続けるなどの同じ姿勢を保つこ
とが困難な方がいます。また、外見から分からないため、優先席に座っていると不審な目で見ら
れ、ストレスを受けることがあります。みなさんにお願いしたいことは、１, 電車・バスの中で席
をお譲り頂きたいこと、２，駅や商業施設では、気にかけるなどご配慮をお願いします。また、３，
災害時は、安全に避難するためのご支援をお願い致します。視覚や聴覚に障害があり、状況把握
が難しい方、肢体に障害があり自力での迅速な避難が困難な方など、様々な方がいます。

Q: どこに行けば『ヘルプマーク』はもらえるの？
A：宮代町の『福祉課』、『子育て支援課』、『宮代町保健センター』の他、宮代町社会福祉協議会に
て配布しています。

ご存知ですか！
　ヘルプマーク



新型コロナウイルスの影響で、宮代町社会福祉協議会でも多くの事業が中止となってしま
いましたが、影響を受けてしまった方へ様々な事業を行っています。一部を紹介します。

新型コロナウイルス対策事業

お弁当の配布事業（１回目）
新型コロナウイルスの影響により、収入が減少
した世帯（２５世帯/５０名）へお弁当の配布を
７月２８日（木）から９月３０日（木）までの計
９回実施しております。
２回目以降は対象者を変更して予定しています。
●ご寄付ありがとうございます！！
　お弁当と一緒に配らせていただきました。
　・杉戸農業高校・・・野菜
　・地元の農家・・・・野菜
　・埼玉県こども食堂ネットワーク
　　ちりめんじゃこ、お米、チルド野菜等

フードパントリー（第１回）
～子育て世帯　夏休み応援企画～

８月10日、11日に、子育て世帯へ下記のも
のを配布させていただきました。

お米、ちりめんじゃこ、
チルド野菜、お菓子等

     51 世帯に配布

★町内の９つの業者にお弁当を作っていただ
いています！！ ( ※協力店詳細は社協 HP へ )

新型コロナウイルスの影響で収入が減収
した世帯を対象にした緊急小口資金、及
び、総合支援資金の特例貸付を窓口とし
て申請受付を、11月末まで延長いたしま
した。

●緊急小口資金
　20 万円の貸付
　据置期間：１年　返済期間：２年間
●総合支援資金
　単身世帯　月額 15 万円 × ３ケ月
　複数世帯　月額 20 万円 × ３ケ月
　据置期間：１年　返済期間：10 年間

特例貸付 ( 緊急小口資金・総合支援資金 ) 延長のお知らせ

ひとりぐらし高齢者 見守り事業
社協に登録いただいている町内在住の 65 歳
以上のひとりぐらしの方へ残暑お見舞いと
して『水ようかんとわらびもちのセット』
を配布いたしました。
配布は、地域
の民生委員さ
んに協力をい
ただきました。



④ 社協宮代　94号

あたたかなまごころ　ありがとう！

　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。

□ 1/7 匿名 1,000 円
□ 1/15 埼玉土建 宮代支部 500 円
□ 1/22 平林幸子 20,000 円
□ 2/3 匿名 2,000 円
□ 2/8 匿名 30,000 円
□ 2/9 匿名 1,000 円
□ 2/15 精神保健ボランティア ころころ
  5,062 円
□ 3/3 匿名 5,000 円
□ 3/4 匿名 1,000 円
□ 3/5 匿名 3,000 円
□ 3/11 匿名 198 円
□ 3/19 匿名 10,000 円
□ 3/19 匿名 549 円
□ 4/2 匿名 5,000円
□ 4/7 匿名 1,000 円
□ 4/23 匿名 5,000 円
□ 5/13 吹矢埼玉 宮代支部　　 11,111 円
□ 5/13 匿名 1,000 円
□ 5/14 匿名 5,000 円
□ 6/8 匿名 1,000 円
□ 6/14 平林　実 10,000 円
□ 7/13 匿名 1,000 円
□ 7/15 植西善邦 20,000 円
□ 7/27 道佛集会所 元気クラブ  4,500 円
□ 8/3 道佛集会所 元気クラブ  2,000 円
□ 8/5 埼玉土建 宮代支部 4,044 円
□ 8/6 匿名 1,000 円
□ 8/17 千代田冷機 ㈱ 10,000 円
□ 8/19 奥山由珠 10,000 円
□ 8/30 匿名 1,000 円
＜物品寄付＞　　
〇1/4 匿名　のり、油、醬油、のしもち　他
〇1/4 匿名　米 30㎏
〇1/4 匿名　収入印紙
〇1/18 匿名　油、醬油、カップ麺　他

（令和 3 年 1 月〜令和 3 年 8 月分）

＜一般寄付＞　　　　　　      < 受付順・敬称略 >

〇1/21 匿名　マスク１箱
〇1/22 匿名　米 30㎏　他食品多数
〇1/26 匿名　スープ、醬油、そば　他
〇1/28 匿名　鮭の切身、ハチミツ　他
〇2/1 吉川亮平 　レトルトカレー、缶詰 他多数
〇2/2 匿名　米 10㎏・そば・せんべい　他
〇2/2 匿名　油、醬油、缶詰、うどん、そば　他
〇2/3 匿名　オリーブオイル・油　
〇2/3 匿名　缶詰、ジュース、洗剤、靴下　他
〇2/4 匿名　米 ５㎏
〇2/8 匿名　米 ５㎏
〇2/9 匿名　米 90㎏
〇2/12 匿名　車椅子
〇2/17 匿名　米 60㎏
〇2/17 匿名　醤油、麺つゆ、みりん
〇2/24 匿名　尿取りパッド、肌着、靴下
〇2/25 匿名　乾麺、パスタソース、マスク
〇3/1 吉川亮平　レトルトカレー、缶詰
〇3/2 匿名　タオル、うどん、そば、のり　他
〇3/3 匿名　米 20㎏
〇3/3 　　　タオル、シーツ、布団　他
〇3/3 匿名　乾麺、レトルトカレー、缶詰他多数
〇3/5 匿名　かきもち、雑巾
〇3/15 匿名　タオル多数
〇3/23 匿名　味海苔、シーチキン
〇3/29 匿名　お皿
〇3/30 匿名　肌着、靴下
〇4/1 吉川亮平　レトルトカレー、缶詰他
〇4/1 匿名　スウェット上下
〇4/2 匿名　レトルトカレー、缶詰、砂糖
〇4/2 匿名　生理用品
〇4/5 匿名　米 30㎏以上、せんべい
〇4/7 匿名　マスク４袋
〇4/8 匿名　油、バンドエイド、靴下
〇4/14 匿名　米 125㎏
〇4/19 匿名　尿取りパッド、紙オムツ
〇4/20 匿名　米 50㎏
〇4/27 匿名　油、醬油
〇4/30 高橋啓子　食用油
〇5/7 吉川亮平　缶詰
〇5/12 塚村　剛　おもちゃ、バウンサー
〇5/14 匿名　カレールー、うどん、味噌　他



社協宮代　94号 ⑤

〇5/14 匿名　オムツ、尿取りパッド
〇5/14 匿名　シャワーチェア
〇5/28 吉川亮平 缶詰、カレー、中華丼　他
〇6/1 匿名　米 30㎏
〇6/1 黒川光広　米 30㎏
〇6/2 匿名　生理用品
〇6/4 匿名　食用油
〇6/7 匿名　缶詰、うどん、醬油、油、パスタ
〇6/7 匿名　シャワーチェア
〇6/14 匿名　オムツ、シャンプー
〇6/14 平林　実　野菜ジュース
〇6/15 金窪　実　米 30㎏
〇6/16 式田正利　素麺
〇6/17 匿名　粉ミルク、おしりふき、タオル
〇6/21 匿名　タマゴ、麺
〇6/22 川端いきいきサロン　乾麺、缶詰、他
〇6/24 匿名　レトルトカレー、うどん
〇6/24 匿名　缶詰
〇6/28 匿名　油、うどん、梅干し、のり
〇6/30 吉川亮平　缶詰、カレー、中華丼、他
〇7/1 匿名　缶詰、ジュース
〇7/1 匿名　車イス、松葉杖、杖
〇7/5 匿名　米 30㎏、素麺、しょうゆ
〇7/5 坪内和希　玉ねぎ
〇7/6 匿名　素麺
〇7/8 匿名　米 ５㎏
〇7/8 匿名　みそ汁、缶詰、うどん、他
〇7/9 川端いきいきサロン　砂糖、缶詰、他
〇7/12 大山　浩　オムツ
〇7/12 深井寿一　米60㎏
〇7/15 川端いきいきサロン　洗濯洗剤、石鹸
〇7/15 菊池敬子　オムツ
〇7/15 匿名　米 ５kg
〇7/16 匿名　缶詰、食パン、ジュース、他
〇7/27 道佛集会所 元気クラブ　食品多数
〇7/28 川端いきいきサロン　しょうゆ
〇7/28 匿名　トイレットペーパー
〇7/28 匿名　米、タオル類
〇7/29 匿名　乾麵そば、ラーメン
〇8/2 匿名　米 30㎏、乾麵
〇8/2 山崎隆幸　梨
〇8/2 吉川亮平　缶詰、レトルトカレー

〇8/3 匿名　米 180㎏
〇8/3 道佛集会所 元気クラブ　食品多数
〇8/3 匿名　オムツ
〇8/4 匿名　紙パンツ、尿取りパッド、他
〇8/6 匿名　米 60㎏
〇8/10 山崎隆幸　梨
〇8/10 匿名　うどん、素麺、コーヒー、他
〇8/11 道佛集会所 元気クラブ　中華の素
〇8/12 匿名　素麺、インスタントラーメン、缶詰
〇8/17 道佛集会所 元気クラブ　米 ８㎏
〇8/25 道佛集会所 元気クラブ　油、しょうゆ、他
〇8/26 匿名　しょうゆ、みりん、油
〇8/26 匿名　米 ５㎏
〇8/27 匿名　オムツ
〇8/30 匿名　インスタントラーメン、缶詰　他
〇8/30 匿名　缶詰、醬油、パスタ、うどん　他
〇8/30 匿名　紙パンツ、男性用下着、靴下　他
〇8/30 匿名　米 60㎏
〇8/30 島村裕美　ポータブルトイレ、食品多数
〇8/31 吉川亮平　缶詰、レトルトカレー

社協事業の中止のご連絡について
下記の事業につきましては、新型コロナウイル
スの影響により、事業を中止とさせていただき
ます。

●福祉運動会　　　●わくわくバスハイク
●ふれあい旅行　　●ふれあい会食会

宮代町赤十字奉仕団からのお知らせ宮代町赤十字奉仕団からのお知らせ
◆献血について

場所：宮代町役場前
日時：10 月 21 日（木）
時間：10 時〜 16 時
◆団員の募集について

日本赤十字の普及活動を一緒にお手伝いを
いただくボランティアを募集しております。
活動については、下記のとおりです。
　◇献血の呼び掛け　
　◇救命講習会の補助
　◇災害時の炊き出し



子育て支援課主催の「フードドライブ」が10月9日 9：30〜12：00に宮代
町コミュニティ広場、スキップ広場で行われます。 ご協力お願いします。

食品寄付 大募集中食品寄付 大募集中食品寄付 大募集中食品寄付 大募集中食品寄付 大募集中

『フードドライブ事業』始動！

宮代町と宮代町社会福祉協議会では、まだ食べられるのに、さまざまな理由で処分されてしまう
食品等を、企業や個人から集め、食べ物に困っている人へ無償で配布する「フードドライブ事業」
を 7 月より開始しています。これらの、食品を集めて必要な方にお配りする事業は、生活にお困
りの方への支援だけでなく、昨今、問題のフードロスの削減に寄与するとして、注目されています。

「頂いたけど使わない」「買いすぎて余った」など、ご自宅に下記のような物品がありましたら、
ぜひご寄付をお願いいたします。（※開封済み・期限切れのものはお預かりできません）

『フードドライブ事業』で、配布物を小分けにしたり、フードバン
ク拠点等へ食品を取りに行ったり、当日の受け渡しをしたりして頂
くボランティアさんを大募集中です！
現在、新型コロナウイルスの影響により、開催時期は未定となりま
すが、養成講座や近隣への実習も実施予定ですので、興味のある方
はぜひ、宮代町社会福祉協議会 (32-8199) までご連絡ください。

ボランティアさんも大募集中！

寄付頂ける食品は、宮代町社会福祉協議会、または、
宮代町役場福祉課 (1階7番窓口) の窓口に10月より設
置しているコンテナまでお願いいたします。

常温で保存のきく
食品・調味料

パックご飯・レトルト食品
・缶詰・乾麺・調味料など

お　米
( 玄米のままで大丈夫です )

お菓子・飲み物

集める 分ける 必要な方へ配る


