
彩の国ボランティア体験プログラムが
今年もはじまります！

社会福祉協議会（市庁舎6階）
市民活動推進センター
市民センター（6か所）
その他、公共施設など
市内の児童生徒には、各小中学校
から配布していただく予定です。

　ボランティア活動をはじめるのは、誰でも勇気がいるもので
す。特別な知識や技術を身につけていなくても、今持っている
趣味や仕事、好きなことを活かせる活動があると思います。
　これまで、ボランティア活動に参加したことがない方も、は
じめの一歩が踏み出せなかった方も、この機会にボランティア
活動を体験してみませんか。
　市内で活動しているボランティア団体や、社会福祉施設での
プログラムを用意しています。体験プログラムの詳しい内容
は、プログラム一覧表をご覧ください。

プログラム一覧表配布場所

7月19日（火）から7月22日（金）まで
午前9時～午後5時

申込受付期間

社会福祉協議会事務局（市庁舎 6階）

申込受付場所

普段の暮らしの中で、さまざまな人が
ともに生活をしています。
あなたにとって“ふくしのまち”とは、
どのようなまちですか。
ほんの少しの想いや行動が、

　 だんの 　 らしの 　 あわせ
をつくります。
地域とつながるヒントとなりますように。
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この「社協だより」は、共同募金配分金により作成しています。 

社会福祉協議会の業務内容やボランティア・市民活動の 
情報など掲載しています。 で 検索 鶴ヶ島　社協 
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（協力：鶴ヶ島市点字サークル「アイ」、鶴ヶ島音訳ボ
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　地震によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、被災されたみなさま
に心よりお見舞い申しあげます。
　現在も、仮設住宅の設置等が追いつかず避難所での生活をしている方や、慣れない環境の変化に心
身ともに辛い状況にある方など、厳しい状況にあります。共同募金会では、被災された方々の支援を
目的に、義援金の募集を実施しています。詳細は、８ページをご覧ください。
　この２ヶ月で現地へ支援に入った職員や、ボランティアで熊本市災害ボランティアセンターに参加
した職員の話を紹介します。

どに甚大な被害を発生いたしました。（参考：４月１７日
時点最大値避難所数８５５箇所、避難者１８３,８８２名）
　自治体も被災し、通常の市民サービスを提供できる
状態ではなく、福祉サービスの提供機能も同様であり
ました。中でも、障がいのある方への支援は東日本大
震災の時も遅れがちで、一般市民との大きなタイムラ
グを生じました。今回はその経験をもとにいち早く障
がいのある方の生活再建を支援するため、４月２０日よ
り熊本県の熊本市と益城町を中心に、相談支援専門員
による戸別訪問に参加してきました。対象は障がいの
ある方で避難所に入れなかった可能性の高い方への訪
問です。この災害初動時の活動が、長期的で継続的な
支援活動への土台を作り出すことになることを願って
います。

とを考えました。募金活
動の実施が決まってから、
２～３日の間で呼びかけ
るための準備をし、全校
集会で呼びかけ等を行い
ました。児童の自発的な
行動に、先生方も嬉しか
ったそうです。

　４月末ごろに、ある児童の自主学習「熊本地震の被災地
に何かできることはないか」から、全体の活動につながり
ました。６学年の総合的な学習の時間を使い、熊本地震へ
の支援について調べ学習等を行い、自分たちに今できるこ

　４月２１日から４
日間、駅・店舗等
にて街頭募金を実
施しました。
　皆様の善意に重
ねて感謝申し上げ
ます。
　お預かりした義援金につきましては、日本赤十字
社埼玉県支部と埼玉県共同募金会を経由し、被災地
の支援に充てさせていただきました。ご協力ありが
とうございました。
協力団体：鶴ヶ島市民生委員・児童委員連合協議会、
鶴ヶ島市赤十字奉仕団、平成会（鶴ヶ島市民生委
員・児童委員OB会）、鶴ヶ島市社会福祉協議会理
事・評議員

今回の取り組みのきっかけ
はなんだったメル？

藤小学校児童の取り組み藤小学校児童の取り組み 街頭募金の取り組み街頭募金の取り組み

障がいのある方への
支援を通じて

　４月１４日と１６日
に熊本県を中心と
して発生した大き
な地震（マグニチ
ュード７.３）は、熊
本市、益城町、西
原村、南阿蘇村な

　熊本市災害ボランティアセンター長の言葉「ボラン
ティアの募集人数に対して数が上回っているからとい
って、ボランティアが足りているとは思わないでくだ
さい。」
　私達が、熊本での２日間で最も印象に残った言葉で
す。被災地には、SOSの発信の仕方がわからない方、埋
もれてしまったニーズを抱えている方がまだまだいら
っしゃいます。また、天候等の理由で作業ができなか
ったり、住民からのニーズが少ない日もあるそうです。
　「ボランティアは足りている、熊本はもう大丈夫」そ
う思わずに私たちが目で見たこと、聞いたことを周囲
に伝え、継続的な支援を行っていく必要があると痛感
した２日間でした。

ボランティアは、まだまだ
必要だと痛感した２日間

平成２８年熊本地震に伴う支援活動平成２８年熊本地震に伴う支援活動平成２８年熊本地震に伴う支援活動
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医療や介護、地域住民が協力して、地域包括ケアシステムをつくります！（図３）

鶴ヶ島で暮らしと地域をつくる市民へ

　鶴ヶ島市の将来人口は、64歳以下の人口が減少し、65歳以上の人口が増加する推計が出てい
ます。（図１）また、75歳以上の要介護（要支援）の認定率は、65歳から74歳までの約７倍に
なっています。（図２）

　要介護状態になったとき、介護保険制度をはじめとするさまざまな制度によりサ
ービスを利用することができます。
　しかし、制度によるサービスでは対応できなかったり、解決が難しい問題もあり
ます。友人や地域の人と交流をもち、自分らしい暮らしを続けるために、助け合い
活動が大きな役割を果たします！

します！！が

鶴ヶ島市の将来人口・高齢化率の見通し（図１）
参考：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」（平成25年３月推計）

年齢別にみた要介護（要支援）認定率（図２）

制度による

サービスだけでは

解決できない問題も！

　介護保険制度の改正に伴い「地域包括ケアシステム」（自分らしい暮らしを人生
の最後まで続けられる仕組み）の体制整備のため、鶴ヶ島市では生活支援体制推進
協議会を設置し、社会福祉協議会に生活支援コーディネーターが配置されました。
　自分たちの思いを実現できる集いの場や居場所を作り、人と人のつながりによっ
て地域生活を支え合うことを目指します。（図３）
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　社会福祉協議会（ 社  協 ）では、住民会員制度をとって
しゃ きょう

おり、多くの市民の皆さまや関係団体・機関と協働しな

がら、身近な地域で共に支え合う地域福祉を基本に 

“ふだんの暮らしの幸せふだんの暮らしの幸せ”を目指しています。
　ご加入いただいた皆さまから寄せられる会員会費や意

見等が、福祉課題の把握と、その解決を図るための住民

福祉活動などの貴重な社会資源となっています。

昨年度は

個人会費６,３３２口・団体会費１０２口

・賛助会費９０口、合計４,１６８,０００円

が市内で行われている地域福祉活

動に使われました。

ありがとうございます！

　会員の加入方法は、自治会を通してお願いする方法があります。自治会から推薦された福祉委員を中
心として、自治会長や班長の方々のご協力により各世帯にお願いしています。また、自治会の組織がな
い地域や自治会に加入していない方は、社会福祉協議会（市庁舎６階）で加入（更新）手続きを承ります。

個人入会者や世帯など年額一口 　　５００円個人会員

社会福祉団体、ボランティア、市民活動団体など年額一口　　１,０００円団体会員

法人、事業所、篤志家など年額一口　１０,０００円賛助会員

今年も皆さまのご加入を心からお待ち申し上げます。
「福祉のまちづくり」のため、どうか社協の事業にご理解、ご協力をお願いします。

会員募集 会員募集 会員募集 今年もよろしくお願いします！ 今年もよろしくお願いします！ 

社会福祉協議会 

社協会員からはじまる、あなたの地域福祉活動！！社協会員からはじまる社協会員からはじまる、、あなたの地域福祉活動！あなたの地域福祉活動！！！

７月は会員加入促進月間です７月は会員加入促進月間です７月は会員加入促進月間です

社協会員会費

＆Ｑ Ａ

社協会員会費は、なぜ納めるの？Ｑ
　社協の活動財源は、市からの補助金や委託費などがあります。ま
た、社協本来の住民主体の地域福祉活動を行うための大切な財源が、
赤い羽根共同募金の配分金や寄附金、そして社協会員会費なのです。

Ａ

会員になるにはどうすればいいの？Ｑ
　会員申込書のご記入をお願いします。申込書は、
自治会を通じて加入の呼びかけのご協力をお願い
しています。また、社協窓口でもご加入いただけ
ます。来所が困難な場合は、ご連絡ください。
※住所、氏名のご記入がないと登録できませんので、

ご了承ください。

Ａ

会員の特典はあるの？Ｑ
①　住民参加型在宅福祉サービス（つる
がしまふれあいサービス）

②　車いすや介護ベッド、３人乗り自転
車貸出事業　をご利用いただけます。

Ａ

会員会費の使いみちは？Ｑ
　地域福祉活動を推進している関係団体
やボランティア、市民活動団体等の支援
につながっています。詳細は、次ページ
をご覧ください。

Ａ



　ふれあい・いきいきサロン　とは、参加する一人ひ
とりが共に楽しい時間を過ごしながら「地域の一員」
としての気持ちを高め、つながりを再構築し、地域
の助け合いが広がっていく場です。今年度は、登録
サロン37団体に対し、25サロンから申請と、新た
に自治会で行っている10サロンからの申請を受付
けました。合わせて35のサロン活動に助成が決定
しています。今後も引き続き、サロン活動を紹介し
ていきますのでお楽しみに！

　地域支え合い協議会　とは、おおむね小学校区の地
域ごとに、助け合い隊事業、防災事業、子ども委員
会、サロン等の事業を行っています。先日、新たに
２地域が設立総会を終え、市内６地域の活動がはじ
まっています。

　福祉教育・体験学習推進校　とは、学校等にかかわ
る子どもや保護者が、地域の方々と連携し、社会福
祉への理解と関心を高め、自立と社会連帯への精神
を養うとともに、実践活動へと展開できる取り組み
について、特に重点的に取り組んでもらえる学校を
プレゼンにより決定しています。今年度は、小学校
８校、中学校１校、保育園１園が決定し、各学校の
取り組みが行われます。

　地域福祉の推進のために、さまざまな角度から関係団体やボランティア・市民活動団体等
が自主的、主体的に展開している事業に活用しています。

鶴二子育てサロン　子育て世帯の交流

杉下小学校区地域支え合い協議会
高齢者のつどい

杉下小学校　共同募金運動の推進

ご協力いただきましたご協力いただきましたご協力いただきました 会費の使いみち会費の使いみち会費の使いみち会費の使いみち社会福祉協議会会員

5

その他の収入
7.5％

会費1.7％

寄附金0.6％

補助金
29％

助成金0.1％

受託金
33.2％

事業収入
13.3％

貸付事業0.5％

自立支援給付費14.1％ 事務費2.6％ 貸付事業0.5％

共同募金配分金事業費1.7％

その他
の支出
4.9％

人件費
71.7％

事業費
18.6％

会費 ３,９５０千円

寄附金 １,５００千円

補助金 ６８,８６６千円

助成金 ２６０千円

受託金 ７８,５９８千円

事業収入 ３１,４４６千円

貸付事業 １,２００千円

自立支援給付費 ３３,５０３千円

その他の収入 １７,７６３千円

合計 ２３７,０８６千円

人件費 １７０,０００千円

事業費 ４４,０４０千円

事務費 ６,１１９千円

貸付事業 １,２００千円

共同募金配分金事業費 ４,０２５千円

その他の支出 １１,７０２千円

合計 ２３７,０８６千円

収 入 支 出平成２８年度鶴ヶ島市社会福祉協議会会計資金収支予算
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覧 ■鶴ヶ島市立障害者生活介護施設「きいちご」
（月～金曜日　午前９時～午後５時）　〒３５０－２２１７　鶴ヶ島市三ツ木９３５－１
　電話・FAX　049－287－7456

■鶴ヶ島市社会福祉協議会　事務局　〒３５０－２２１７　鶴ヶ島市三ツ木１６－１（市庁舎６階）
　（月～金曜日　午前９時～午後５時）　電話　049－271－6011（代表）　FAX　049－287－0557

�権利擁護支援センター
�障がい者相談支援センター

　電話　049－277－3317

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

鶴ヶ島母子寡婦福祉会 ５,０００円やまぼうし ２０,０００円

つくし幼稚園 ７９,１１５円川越人権擁護委員協議会坂戸・鶴ヶ島部会 １４,０００円

東洋インキ４３会 ２,３４０円緑の会 ５０,０００円

鶴ヶ島市立藤小学校 ６１,８２８円星和クラブ ３,６７６円

匿名２名 ４０,０００円笹久保さくら保育園職員一同 ３１,２００円

４月２１日から４日間実施　街頭募金 ２４４,７２０円わかば保育ステーション職員一同 ８,０００円

義援金箱 １３９,８４５円笹久保さくら保育園保護者一同 ６,１９８円

（平成２８年４月１５日～平成２８年５月３１日）わかば保育ステーション利用者 ２,０３６円

（順不同・敬称略）長久保小学校児童会　代表委員会 ３０,４７９円

ご協力ありがとうございます。総額　738,437円（埼玉県共同募金会鶴ヶ島市支会取扱分）

　被災されたみなさまに、心よりお見舞い申しあげます。

　熊本県共同募金会、大分県共同募金会、中央共同募金会では、被災された方々へのお

見舞いのために、義援金募集を行っています。義援金は、共同募金会や日本赤十字社、

熊本県庁ならびに大分県庁等でお預かりした全額が、それぞれの県内に設置される義援

金配分委員会に集約され、同義援金配分委員会により、被害状況に応じて配分額を決定

し、市町村行政から被災された方々にお届けいたします。

〓平成２８年度熊本地震義援金

あたたかい善意、ありがとうございました。

かえるこはうす 手編み帽子１４枚

嘉久和孝夫 ２,０００円

第８回北市民チャリティーカラオケまつり

実行委員会　歌謡サークル暖流会、

スイート＆ポテト、日本舞踊はなぶさ会 ２１,７６０円

チョキチョキはなちゃん １７,４４８円

富士見ゴルフクラブ １２,２５１円

坂戸市福島県人会 １０,０００円

株式会社ベルクすねおり店　お客様一同 １７,２２９円

エコ鶴市民の会 １０,７５６円

株式会社いなげや鶴ヶ島店　お客様一同 ２,９１３円

比呂伎 ６,９２９円

その他、匿名にて７名の方から寄附金、車いす２台、

お米５０㎏を頂きました。

（平成２８年２月１日～平成２８年５月３１日）

引き続き皆さまの温かいご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。引き続き皆さまの温かいご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

（社会福祉協議会への寄附）
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）
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