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地 域 の 活 動
シ リ ー ズ ⑤

　2004年にワカバウォー
クが開業し、毎年募金活
動を見守ってきました。
　開業当初から「地域住
民に有効に場所を使って
もらいたい」というコンセプトの基スタートして
います。
ワカバウォークは地域の方の協力があって成り
立っています。募金活動の実施場所を提供するこ
とが地域貢献の一つとなるのであれば、今後も
自由に、広々と使用してもらえればと思います。

店 舗 の 声

開業当時から募金活動を見守る
ワカバウォーク総支配人　伊藤様

「広々と活動してください」

ベイシア鶴ヶ島店

ワカバウォーク

カインズ鶴ヶ島店

ベルクすねおり店

ヤオコー鶴ヶ島店

東武鉄道　東武東上線

いなげや鶴ヶ島店
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愛ちゃんと希望くん
©中央共同募金会

図書カード図書カードクオカードクオカード

埼玉県共同募金会鶴ヶ島市支会からのお知らせ

共同募金運動がはじまりました！

運動」が行われています。鶴ヶ島市内でも「赤い羽根共同募金運動」が10月１日か
ら行われ、12月１日からは「地域歳末たすけあい運動」も始まります。
　みなさまの温かいお気持ちが地域に届けられるよう、今年度もご理解とご協力を
お願いいたします。

みなさまのご協力をお願いします

①助成の計画を立てる

②募金をする

埼玉県共同募金会に寄せられた助成要望をもとに、市町村ごとに目標額が定められます。

募金をする人、集める人。たくさんの人のやさしさが、共同募金を支えています。
お預かりした募金は、埼玉県共同募金会で一度まとめられます。

駅前、店舗、学校等で募金を呼び掛けます。

自治会を通じ
て各家庭から
ご協力いただ
きます。

企業・団体等を
通じて寄付金付
きグッズによる
募金の協力を呼
び掛けます。

今年の目標額　（埼玉県）１０億４,６８１万３,０００円　（鶴ヶ島市）９７１万４,０００円

■上記以外の街頭募金協力団体・店舗（平成30年10月14日現在）（順不同、敬称略）
鶴ヶ島市民生委員・児童委員連合協議会、第32回南どんぐりまつり実行委員会、鶴ヶ島自動車教習所、
NPO法人鶴ヶ島第二小学校区地域支え合い協議会、脚折北部シニアクラブ、つるがしまケアニン上映実行委員会、
鶴ヶ島市子ども会育成会連絡協議会、NPO法人鶴の杜、北地域支え合い協議会、本家かまどや　鶴ヶ島新町店

自分の町を良くするしくみ　赤い羽根共同募金の仕組み

ボーイスカウト鶴ヶ島第一団ボ 団

町小学校福祉・ボランティア委員会新町 員会

第二回福祉委員会議第 議
寄付金付きグッズ

鶴ヶ島市社会福祉協議会役職員、平成会鶴 会 第二小学校福祉委員会

職域募金

ハートフルマーケット鶴ヶ島、NPO法人カローレ　ひまわりクラブ

バッチ

街頭募金・学校募金

戸別募金
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埼玉県共同募金会を通じて、被災された方々を支援することを目的に義援金を募集しております。
被災されたみなさまに、心よりお見舞い申しあげます。

災 害 義 援 金

ご協力ありがとうございます。（順不同・敬称略）

③地域に配分される
埼玉県共同募金会に寄せられた募金は、下記のとおり配分されます。
➡地域配分　市町村社会福祉協議会等、身近な福祉への活用
➡広域配分　県内社会福祉施設・団体等、県全体の福祉の向上に活用

④身近な地域が笑顔であふれる
地域へ配分された募金は、次の事業に活用しています。

赤い羽根募金

生活困窮者支援事業 60,000円

金婚祝賀式並びに感謝状贈呈式 100,000円

地域福祉推進研修会 30,000円

ホームページ運営事業 40,000円

社協だより発行事業 200,000円

ふれあい・いきいきサロン推進事業 219,000円
小地域活動推進助成事業 500,000円
ボランティア・市民活動団体支援事業 300,000円
金婚祝賀式並びに感謝状贈呈式 200,000円
地域福祉推進研修会 30,000円
ホームページ運営事業 40,000円
社協だより発行事業 600,000円

藤岡利子 5,000円
つくし幼稚園 54,781円
てぃにー☆てぃにー 4,750円
わかば風の会 10,095円
たから整骨院 1,241円
上広谷第一自治会 91,813円
松ヶ丘自治会 23,658円
富士見自治会 1,200円
新町四丁目自治会 12,000円

鶴二小学校区納涼大会
実行委員会 1,308円

老人福祉センター　逆木荘 10,005円
中央図書館 5,926円
若葉駅前出張所 8,941円
喫茶どんぐり・社協窓口募金箱 1,531円
匿名１名 20,000円

◎平成30年北海道胆振東部地震災害義援金
　総額　173,000円
　（集計：平成30年９月12日～９月30日）
中山博昭 100,000円
鶴ヶ島市立藤小学校 53,000円
匿名1名 20,000円

義援金を募集しております。引き続きみなさまのあたたかいご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

◎平成28年熊本地震義援金（平成31年３月31日まで）　　◎平成30年７月豪雨災害義援金（平成30年12月28日まで）
◎平成30年北海道胆振東部地震災害義援金（平成31年３月31日まで）

身近な地域福祉の充実のために

施設・団体
等の活動充実のために

地域歳末たすけあい募金

歳末たすけあいのために

生活困窮者支援事業
１３０,０００円

歳末援護事業
６００,０００円

鶴ヶ島市内の施設へ助成が決定しました！

福祉教育・体験学習
推進校等指定事業
５００,０００円５００,０００円

小地域活動推進
助成事業

５００,０００円５００,０００円

ふれあい・いきいき
サロン推進事業
２６３,０００円２６３,０００円

ボランティア・
市民活動団体支援事業
１５０,０００円１５０,０００円

社会福祉法人はちの巣会　第二はちの巣保育園
スチームコンベクションオーブンの購入のために 1,200,000円

◎平成30年７月豪雨災害義援金
　総額　252,249円　（集計：平成30年７月10日～９月30日）

◎平成29年7月5日からの
　　　　　大雨災害義援金（福岡県）
◎大阪府北部地震災害義援金
◎米原市竜巻災害義援金



「つどいの場」に行くと
楽しい、やっていて良かった。

・みんなと会えて楽しい
・元気になってきた
・知り合いが増えた
・行くのが楽しみになっている

「つどいの場」に行って
悩み事などに気づき、解決できた。

・お互いの事に注意が向いた
・いろいろなことを教え合えた
・悩みを話せる人ができた

「つどいの場」では
みんなで考え、支え合い、見守りができる。

・課題のある人をフォローする
・困りごとをみんなで考える
・新しいことにチャレンジする

ステップ１ ステップ２ ステップ３
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誰もが気軽に立ち寄れる地域の「つどいの場」誰もが気軽に立ち寄れる地域の「つどいの場」
「つどいの場」とは・・・

地域の「つどいの場」をご紹介します。

開催日時：毎月第４金曜日
　　午後１時～午後３時

開催日時：毎週月曜日
午後２時～午後３時30分

◎イベントの年間計画を
立て楽しんでいます。
隔月に昼食会があります。
活動日には、電話を入れ
参加を促し欠席のときは
次回のお知らせカードを
持っていくなど見守りが
できています。

◎介護予防を目的に筋肉
トレーニングを中心に運
動機能のレベルアップを
期待しています。活動前に個
々の体調を記入し安心安全に
運動が出来るよう心がけてい
ます。また、欠席時には、参
加者同士で伝え合うなど見守
り体制もできています。

おしゃべりや、相談、情報交換、趣味の活動を通じて仲間づくりや交流を
行う場のことです。（ふれあい・いきいきサロンも含みます）
※「つどいの場情報一覧」（マップ）は社会福祉協議会・各市民センター等に設置されています。

おしゃべり会「ひだまり」
（上広谷第一自治会館）

星和筋トレ教室（星和若葉台自治会館）
「スタッフと参加者さん
を結ぶカード」

「フラワーアレンジメント」

「つどいの場」は、続けて活動していくうちに
　　「みんなで支え合う」という関係性ができてきます。

地域の「つどいの場」を知ろう
～たまり場、仲間づくり、楽しい場を作ろう～
日時：11月23日（金）午後１時30分～午後３時30分
場所：鶴ヶ島市立中央図書館　視聴覚室
対象：サロン活動に興味のある方ならどなたでも
内容：サロンへの支援について、「つどいの場」（ふれあい・いき

いきサロン）　活動実践者からの報告
申込み・問合せ：８ページ窓口一覧 社会福祉協議会まで

介護予防

つながりづくり

情報入手
閉じこもり
解消の特効薬生活のメリハリ

どこで？

いつ？

どんな人が？

どんな？

「つどいの場」
　　の 効 果
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長靴・スコップなどの洗浄オリエンテーションの様子 側溝の泥かき

報告

報告 被災地支援 平成30年７月豪雨災害
災害ボランティアセンター運営支援職員派遣

日　時 12月22日（土）
第１部　午後１時30分～午後４時
第２部　午後５時～午後７時30分
会　場 女性センターハーモニー
料　金 一般　前売り1,000円
　　　（当日券1,500円）
　　※学生は、500円になります。

ケアニン～あなたでよかった～

申込み・問合せ こ ち ら の
QRコード
をお読み取
り下さい

彩の国ボランティア体験プログラム彩の国ボランティア体験プログラム

介護福祉士（ケアニン）の現場から、
人と人、地域とのつながりの尊さ
が描かれている人生に前向きにな
れるストーリーです。

災害時の相互支援協定により、埼玉県社協からの要請で、被災地の災害ボランティアセンターの運営支援をし
ました。今回、鶴ヶ島市社協から１名の職員が派遣されましたのでご報告します。
坂町では、住民主体でボランティアの調整や受け入れ（コミュニティマッチング）を行っていました。被災か
ら２か月が経過した派遣期間中は、屋外の泥かきも多く残るなかで、床下に入り込んだ泥かき活動等が求められ
始めており、専門技術ボランティアとも協力した活動を行うことができました。今回の経験を教訓にして、いざ
というときに備えていきたいと感じました。
被災された方々に心よりお見舞いを申し上げるとともに、１日も早い復興をお祈りいたします。

派遣先：坂町災害たすけあいセンター（広島県安芸郡坂町）
期　間：平成30年８月26日～８月31日（６日間）

参加者の感想
（一部抜粋）

高校生

中学生

高校生

ボランティアに
興味を持ったあなた！
オススメの映画があります！

◎ボランティア・市民活動をやってみたい、疑問・質問などありましたら、
８ページ窓口一覧 社会福祉協議会内　ボランティア・まちづくりセンターまで。

民民生生委員・児童童委員と一緒に
切手手収収集体集体体験

高高齢齢者施者施施設での介の介介護体護体体験

障がい児とのワークキャンプ

　８月１日からの１か月間に開催された、彩の国ボランティア体験プロの
グラムは、高齢者施設での介護体験や障がい者とかかわる体験、そして
保育園などでの保育体験など、27のボランティア体験プログラムに、今
年は118人が参加しました！ボランティア体験がはじめの一歩となる参
加者も多いこのプログラムでは、様々な発見があったようです！！

つるがしまケアニン上映実行委員会
実行委員長　加藤

carenin.tsurugashima@gmail.com
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歳末援護事業のお知らせ末末歳歳歳末末末末援援援護護護事事業業業のののおおお知知知知ららせせ歳末援護事業のお知らせ
さいい まつつ えんん ご じ ぎょうう

350-2217　鶴ヶ島市三ツ木 16 - 1
電話 049-271-6011 FAX 287-0557

No.136 平成30年11月1日発行
社会福祉
法　　人鶴ヶ島市社会福祉協議会
Counc i l　 o f　 Soc ia l　 We l fa re

ふくしのまち
編 集・ 発 行
Tsurugash ima

窓　口　一　覧

■鶴ヶ島市社会福祉協議会　事務局

（月～金曜日　午前９時～午後５時15分）
電話 049‒271‒6011（代表）　FAX 049‒287‒0557

〒350‒2217　鶴ヶ島市三ツ木16‒１（市庁舎６階）

■鶴ヶ島市立障害者生活介護施設「きいちご」

〒350‒2217　鶴ヶ島市三ツ木935‒1
　（月～金曜日　午前９時～午後５時15分）

電話　049‒287‒7456　FAX　049‒298‒3241

こ
の
社
協
だ
よ
り
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す

FAX　049‒271‒6277　電話　049‒271‒6278
●手話通訳事業担当

電話　049‒277‒3317●権利擁護支援センター
●障害者相談支援事業所

電話　049‒277‒4116　FAX　049‒277‒4117
●鶴ヶ島市生活サポートセンター

　この事業は、地域歳末たすけあい運動で寄せられた募金から
支援を必要とする方（世帯）に、明るいお正月を迎えられるよう支援する事業で
す。地域の民生委員のご協力のもと、歳末訪問活動も兼ねて実施しております。
　申請がない場合には、援護品をお渡しできませんのでご注意ください。

地域歳末たすけあい
　運動テーマ

「地域から
　孤立をなくす」

（１）低
ていしょとく

所得（
（

住
じゅうみんぜいひかぜい

民税非課税）
）

の世
せた い

帯のうち、市
しない

内に住
じゅうしょ

所があり、次
つぎ

のい
ずれかに該

がいとう

当する方
かた

と同
どうきょ

居している世
せたい

帯（一人暮らしの方も含む）

申請書に必要事項を記入し、対象であることが分かる書類（認定通知や
手帳の写し等）を添えて、社会福祉協議会や各市民センター、老人福祉
センター、若葉駅前出張所のいずれかに提出してください。
なお、（２）の対象者は、添付書類は不要です。

申
しんせいしょ

請書は、市
しないかくこうきょうしせつ

内各公共施設、社
しゃかいふくしきょうぎかい

会福祉協議会にあります。

（２）児
じどう ふ よ う て あ て

童扶養手当の全
ぜんぶしきゅうせたい

部支給世帯 ※一部支給世帯は対象外です

①75歳以上の方
②身体障害者手帳１級もしくは２級を所持する方
③療育手帳（みどりの手帳）○○○もしくはＡを所持する方
④精神障害者保健福祉手帳１級を所持する方
⑤生活保護世帯に準じた低所得の世帯で、小・中学生のいる世帯
（準要保護世帯）

平成30年11月14日（水）（必着）

電話　０４９‒２７１‒６０１１　ＦＡＸ　０４９‒２８７‒０５５７

なお、対象者への援護品は、12月中旬から12月末までに民生委員がお届けします。

問合せ先　鶴ヶ島市社会福祉協議会　〒350‒2217　鶴ヶ島市三ツ木16‒１（市庁舎６階）

世帯構成員３人までは2，600円相当、４人以上は5，200円相当
※募金額や申請数により、金額の変更がありますお米券

ふる里民謡会 16,606円
埼玉土建坂戸支部鶴ヶ島西分会 3,000円
埼玉土建坂戸支部鶴ヶ島東分会 3,000円
埼玉県立鶴ヶ島清風高等学校PTA 10,000円
五十嵐久也 3,000円
町田弘之 10,000円
白渡忠三後援会 54,062円
鶴ヶ島市シルバー人材センター 4,980円
富士見ゴルフクラブ 11,111円

お寄せいただきました善意は、社会福祉事業に活用さ
せていただきます。 （順不同、敬称略）

その他、匿名にて３名の方から寄附金をお寄せいた
だきました。

（平成30年６月１日～平成30年９月30日）

あたたかい善意、ありがとうございました。
（社会福祉協議会への寄附）

（生活保護世帯は対象外）
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