
社会福祉協議会では、誰もが住み慣れた地域で安心して生
活することができるよう、地域の皆さんとともに“ふくし
のまちづくり”を進めています。
地域の福祉のお仕事シリーズでは、社協の事業とともに地
域で活躍しているさまざまな福祉の専門職をご紹介します。
“ふくしのまちづくり”が、

　 だんの 　 らしの 　 あわせに
つながりますように。
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社協だよりは、目の不自由な障がい者の方々に、点字版・デイジー版を発行しております。
ご希望の方は、社会福祉協議会までご連絡ください。
（協力：鶴ヶ島市点字サークル「アイ」、鶴ヶ島音訳ボランティアサークル「せせらぎ」、デイジー鶴ヶ島）

生活支援員
鶴ヶ島市立障害者生活介護施設「きいちご」

の福 お祉 仕 事 シ リ ー ズ ①地域の



今年度も彩の国ボランティア体験プログラムを実施しました。おうちの中でのボランティア
活動や、外で密集を避けたボランティア活動、施設でのボランティア活動などを、145名の申
し込みをいただき実施しました！　おうちでの牛乳パックの足置き台やマグネットの魚釣り、
布ボールや手作り人形を作る活動。また、高齢者施設や保育園での体験ボランティアや、ひま
わり畑や市民の森の整備活動など18プログラムを実施することができました。いただいた製作
物は市内の幼稚園や福祉施設へお渡ししました。

彩の国ボランティア体験プログラム2022
in 鶴ヶ島

ひまわり畑の活動

鶴ヶ島ほほえみの郷の車いす清掃

手作り人形 共同募金製作物

みどりの風鶴ヶ島のお掃除

〈防災チェックシート〉
災害時の避難場所を勘違いしていた事に気がついたり、家族
と話し合う機会を持てた事が良かったです。意識する事がまず
第一歩だと思いました。 （西中２年　Kさん）

〈ひまわり畑〉
　草を取るだけだと思っていたので、収穫が
たくさんありました。大勢のあたたかい気持
ちで育ったヒマワリを見ると受験勉強が始ま
ったばかりで頭がモヤモヤしていましたが吹
き飛ばされました。 （藤中３年　Sさん）

〈保育園のお手伝
い〉

　最初は不安でし
たが職員の方々が

優し

く教えてくれたり
お話してくださっ

たの

で自分なりに行動
して力になれたか

なと

思います。１番実
際に目にしてみた

かっ

た給食もしっかり
見て食べる事が出

来ま

した。学年が小さ
くなるにつれて食

べ物

も私たちが食べる
ものと変わらない

ので

すが細かく切られ
たりしていました

。

（川越西高３年　
Tさん）

参加者の感想
（一部抜粋）

つるボラ報告！！
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参加者の感想（一部抜粋）

８月23日に市役所５階にて、日本赤十字社埼玉県支部所属の方を講師としてお招きし、鶴ヶ
島市赤十字奉仕団が「自分で出来る応急手当」プログラムを、つるボラのプログラムの一環と
して開催しました。

　市内中学生６名が参加し、絆創膏の貼り方
や大きな布の使い方、傷の手当、足首捻挫の
固定、火傷や鼻血、倒れた人への対応方法な
ど様々な話が聞けました。

●止血するのに重要な絆創膏、ガーゼを
いつもカバンに入れ、持ち歩くように
したい。奉仕団の方々が親切に教えて
下さり分かりやすかったです。（西中
２年　Aさん）

●誰かがケガや倒れた時は、その人が不
安だと思うので「大丈夫ですか?」と
声をかけた後にプラスで声をかけるこ
とが大切だと分かりました。（西中３
年　Tさん）

●擦り傷をした時や捻挫など怪我によっ
て変わる応急手当を教えて貰えたので、
勉強になりました。（西中２年　Wさん）

●手当の仕方が間違ってやっているのが
多くあり、正しいやり方が学べて良か
ったです。（西中３年　Nさん）

●これから実践する機会があったら助け
られるようにしていきます。（鶴中３
年　Oさん）

「自分で出来る応急手当」
プログラム報告

絆創膏の貼り方

奉仕団員

布を汚さない為の空中での折り方

足首捻挫の固定

倒れている人への声かけ、体勢の取り方

・・・赤十字奉仕団とは・・・
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埼玉県共同募金会鶴ヶ島市支会からのお知らせ

　10月１日から３月31日までの６か月間にわたり、全国一斉に「赤い羽根共同募金
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。
　コロナ禍の中で、より一層支援が必要な方々が増えています。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
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。

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。

今年の目標額（埼玉県）１０億４６２万３,０００円　（鶴ヶ島市）９１４万２,０００円

自分の町を良くするしくみ　赤い羽根共同募金の仕組み

募金運動の様子 オンラインで簡単募金できます！

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　埼玉県内の社会福祉施設・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
社会福祉協議会へ配分された募金は、次の事業に活用しています。（地域配分）
共同募金の使いみち　助成額合計　３,８２６,０００円（令和３年度）

赤い羽根募金　助成額　１,５７９,０００円
・福祉教育・体験学習推進校等助成事業
・ふれあい・いきいきサロン推進事業
・小地域活動組織化推進助成事業
・ボランティア・市民活動団体支援事業
・社協だより発行事業
・ホームページ運営事業

地域歳末たすけあい募金　助成額　２,２４７,０００円
・歳末援護事業
・困窮者支援事業
・ふれあい・いきいきサロン推進事業
・ボランティア・市民活動団体支援事業
・金婚祝賀式並びに感謝状贈呈式
・社協だより発行事業

中央共同募金会では、赤い羽根募金をはじ
め災害ボランティア活動等への支援金など
が、オンラインで寄附できます。

※写真は令和３年度の街頭募金活動の様子です。 ※詳しくは
中央共同募金会HPを
ご覧ください　→

携帯・スマートフォン等があれば、５分で
できる！
クレジットカード決済や携帯電話料金で
まとめて、500円以上の寄付ができます。

共同募金運動がはじまりました！



●水道代や電気代の
支払いを
忘れてしまう…

●一人暮らしで
将来が心配に
なってきた…

●自分のこども、
障がいのある
子どもの将来
が心配…

地域の取組みについての
協議を行う場

ネットワーク
の関係者

ネットワーク
の関係者

ネットワーク
の関係者

当事者団体

専門職団体
地域の相談
支援機関

中核機関
（社協）

家庭裁判所

市町村

権利擁護相談支援事業

・権利擁護に関する
　広報及び啓発
・成年後見制度に関する
　相談及び利用支援

日常生活自立支援事業

・日常生活上の手続き
援助
・日常的金銭管理
・書類等預かり

・後見等業務を実施
・関係する機関等との
　連携・調整

・市民後見人の養成
・市民後見人等の
活動支援

法人後見事業市民後見人養成事業

地域連携ネットワーク
の機能強化の取組

権利擁護支援における
「支援」の検討・協議

一人ひとりの対応に
ついて検討の場

★

権利擁護支援センター
鶴ヶ島市

鶴ヶ島市権利擁護支援センターは、認知症や知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が不十分な方
が、尊厳を持ちながら自分らしい生活をしていくために、財産管理に関することや成年後見制度の利用な
どを相談できる窓口です。本人はもとより、家族の中で心配な方がいらっしゃいましたら、ご遠慮なくご
相談ください。

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で、判断能力が不十分な方が地域で生活していくために、
財産の管理（預貯金や不動産の契約行為）や身上監護（本人の意向に沿った福祉サービスの利用や施設の
入所手続きなどの支援）を行い、本人を法律的に保護し支えるための制度です。

成年後見制度とは

権利擁護支援センターの主な業務

日　時：11月９日（水）10時～11時半
場　所：鶴ヶ島市役所　５階会議室

オンラインでも参加できます
申込み：11月８日までに社会福祉協議会へ

自分や家族のこれからを考えるセミナー
今から一緒に学びましょう！

講　師：林法律事務所　弁護士　林真由美氏
法務局　遺言書保管官

内　容：成年後見制度と自筆証書遺言書保管制度を知る
定　員：50人（会場）、100人（オンライン）

★中核機関とは、「地域連携ネットワークの中核となる機関」であり、地域連携ネット
ワークが、地域の権利擁護（４つの機能①広報、②相談、③制度利用促進※、④後見
人支援）を果たすように主導する役割です。また、専門職による専門的助言等の支援
を確保します。

　※制度利用促進では、受任者調整、担い手の育成・活動の促進等を行っています。

申込み用QRコード
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福利厚生室

福利厚生室

ボランティアルーム
兼　会議室

喫茶
どんぐり

社会福祉協議会
（生活サポートセンター） 社会福祉協議会

相談コーナー

階段 階段

業務用
EV エレベーター 障害者トイレ 男子

トイレ
女子
トイレ

入口

入口

教育支援資金貸付のお知らせ

社協のレイアウトが変更になりました
増大する相談業務に対応するための相談コーナーを充実させるために、レイアウトを

変更しました。あわせて、従来のボランティアルームが会議室も兼ねることになりました。

●「会議室」→「相談コーナー」
へ変更になりました。

●「ボランティアルーム」
→「ボランティアルーム兼会議室」

へ変更になりました。

お気軽に
相談に
お越し
ください

あなたの学びたい気持ちを応援します！

　学費等の捻出が困難な低所得世帯の学生に対し、教育支援資金の貸付（無利子）を実施しています。

貸付上限額・主な使途

返済期間　20年以内
問 合 せ　鶴ヶ島市社会福祉協議会　電話 049－271－1414
実施主体　埼玉県社会福祉協議会　電話 048－822－1192

教 育 支 援 費 就 学 支 度 費
高 校 35,000円／月

授業料、
通学定期代等

500,000円
※入学時のみ

入学金、制服代、
教科書代等

短 大 60,000円／月
大 学 65,000円／月

※貸付には審査があります。

有料広告募集

サイズ　　小（縦48mm×横88mm）　 15,000円
　　　　　大（縦48mm×横178mm）　30,000円
申込み・問合せ 社会福祉協議会（市役所６階）まで

電　話　049－271－6011
メール　honbu＠tsurusha.or.jp
※定数を超えた場合は抽選になります。

社協だよりに広告を社協だよりに広
載せませんか？

社協だよりは、鶴ヶ島市が発行する「広報つるがしま」
に折込みされ、市内全戸配布となっています。
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ふれあいカフェ（中田栄三郎） 350円
町田　弘之 20,000円
横山　明美

プリザーブドフラワー21個・造花９個
阿部　久美子 じゃがいも・玉ねぎ
小西 クレヨン、おえかきちょう（13セット）

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４名と１団体の方から寄附金をお
寄せいただきました。（令和４年６月１日～令和４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）

金婚式を迎えるご夫婦をお祝いします
　結婚50年（金婚式）を迎えるご夫婦を、お祝いいたします。対象となるご夫婦は、婚
姻日のわかるもの（戸籍謄本等）をご持参のうえ、社会福祉協議会へお申込みください。
※お祝いの詳細については、新型コロナウイルス感染症の感染状況を考慮しながら
決定します。決まり次第申込者にご連絡します。

対　　象　婚姻年月日が昭和47年４月１日から昭和
48年３月31日までのご夫婦　または、過
去にお祝いを受けていないご夫婦

申込方法　婚姻日のわかるもの（戸籍謄本等）をご
持参ください。

つながるアート展2022
開催案内・作品募集

鶴ヶ島市立図書館

障がいを持つ方のアーティスティックな感性を活かし
たオリジナルなアート作品を展示します。また、作品を
募集します。
日　時 令和５年１月４日（水）～１月15日（日）

午前９時～午後７時（最終日のみ午後５時まで）
場　所 中央図書館　２階　展示室
参加費 無料
申込み
【募集作品】
障がいをお持ちの方の絵画や写真などのアート作品
（画材・サイズ不問）
【応募方法】
令和４年12月１日（木）～25日（日）までに作品出展申込
書にご記入の上、作品と一緒に中央図書館へ直接お持
ちください
※作品出展申込書は図書館で配布します。図書館ホー
ムページからもダウンロードできます

備考　・額縁をご用意ください。用意ができない場合
はそのまま展示します
・作品は１人２点まで（応募多数の場合、展示
は１点のみ）

問合せ 中央図書館　小関・毛須
電話049－271－3001　FAX049－271－0121

バリアフリー映画会 開催案内
日本語字幕と音声ガイド付き
鶴ヶ島市立図書館

受付期間　令和５年１月10日（火）
まで

申込み・問合せ　社会福祉協議会
（市役所６階）
電話049－271－6011

令和４年12月29日（木）から令和５年１月３日（火）
までの６日間、受付業務はお休みとなります。この
期間中に手話通訳を利用したい方は、12月22日（木）
までにお申し込みください。
年末年始の手話通訳の依頼について、何かご不明

な点等ありましたら、担当までご連絡ください。
問合せ ８ページ窓口一覧

社会福祉協議会　手話通訳事業担当まで

手話通訳事業
年末年始のお知らせ

作　品　『長いお別れ』（127分）
日　時　令和５年１月８日（日）

午後２時～４時30分（午後１時45分開場）
場　所　中央図書館　２階　視聴覚室
参加費　無料
内　容　帰省した娘たちに母が告げたのは、厳格

な父が認知症になったという事実だった。
それぞれ人生の岐路に立たされている姉
妹は、思いもよらない出来事の連続に驚
きながらも、変わらない父の愛情に気付
き前に進んでいく。
監督：中野量太　出演：蒼井優、
竹内結子、松原智恵子、山﨑努
2019年公開／製作国：日本
／上映時間：127分

申込み　令和４年12月15日（木）から中央図書館に
直接または電話、FAX、図書館ホーム
ページ（申込フォーム）にて
受付（先着30名）

　備考　特別な配慮が必要とする方は
お早目にお申し出ください

問合せ　中央図書館
小関・毛須
電話049‒271‒3001　FAX049‒271‒0121
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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。

（１）市内に住所があり、次のいずれかに該当する方

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（生年月日が記載されてい
る公的書類・障害者手帳等）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。

申請書は、市内各公共施設、社会福祉協議会にあります。
また、ご自身での申請が難しい場合は、ご相談ください。

（２）市内に住所があり、次のいずれかに該当する世帯

（３）その他

①80歳以上で一人暮らしの方
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就学援助事業に認定された児童・生徒（準要保護世帯）
⑥児童扶養手当の全部支給世帯（※一部支給世帯は対象外です。）

⑦民生委員より申請があり、鶴ヶ島市社会福祉協議会会長が必要と認めた方

下記３点より１人１つ選択いただきます。
a：お米券（880円相当）　b：お茶と煮豆のセット（市内特産品）（1,500円相当）
c：お食事券（1,000円相当）　※募金額や申請数により、援護品や金額の変更があります

（ ）生活保護世帯、中国
残留邦人等生活支援
事業対象者は対象外
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地域歳末たすけあい運動テーマ

「地域から孤立をなくす」

令和４年11月18日（金）（必着）
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。

＜事業の協賛＞　鶴ヶ島市茶業協会 様、菊池食品㈱ 様、つるがしま逸品会 様、NPO法人こすもす 様、
NPO法人パン工房カウベル 様、ゆめの園アクト鶴ヶ島 様

窓　口　一　覧

■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

■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）

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

●鶴ヶ島市生活サポートセンター
電話　049‒277‒4116

新型コロナウイルス感染症等の影響により、年
末年始に向けて生活困窮状態にある方への緊急的
な相談支援を行います。相談内容により、解決方
法を一緒に考えていきます。まずは、ご相談くだ
さい。
期　間 令和４年12月１日～令和５年１月31日
※令和４年12月29日～令和５年１月３日までの間
は、年末年始休業になります。

問合せ 窓口一覧　生活サポートセンターまで

年末年始における
生活困窮者に対する
緊急的な相談支援について

さいまつ♥ほっと事業のお知らせ


