地域

の

活動

シ リ ー ズ ⑦
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。
地域の活動シリーズでは、社協の事業とともに地域
で行われているさまざまな活動をご紹介します。
“ふくしのまちづくり”が、

ふ
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し
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あわせ

につながりますように。

た
社会福祉
し
ざ
根
に
施設
地域
高齢分野

市内には様々な高齢者のための施設があります。
施設の取り組みは、地域福祉を推進する大きな力になっています。
今回は、高齢者の入所施設で行っている事業の一部をご紹介します。

介護老人保健施設 鶴ヶ島ケアホーム

特別養護老人ホーム みどりの風鶴ヶ島

認知症高齢者グループホーム
あったかホーム鶴ヶ島

地域の方を対象にしたサロンの実施や
地域交流会において住民の学びを支援

小学校の福祉教育では、高齢者への
理解のために授業も実施

認知症サポーター養成講座の講師や
車いす操作方法について授業を実施

住居型有料老人ホーム
グランステージ若葉

介護付有料老人ホーム
若葉ナーシングホーム

サービス付き高齢者向け住宅
元気ハウス すまいる・ランド

小学生と福祉教育での交流や
地域の夏祭りでの交流

夏祭りでの中学生の受入れ・交流

施設内の食堂を使って、地域の方々があつまる
ふれあい・いきいきサロンすねおりを実施

社会福祉協議会では、市内の福祉関係施設のネットワークづくりと福祉のまちづくりへ参画していただ
くことを目的に、鶴ヶ島市福祉関係施設連絡会を開催しました。当日は、子ども、障がい、高齢の種別を
超えた事業所１８法人にお集まりいただき、
「福祉施設の公益的な取り組み」
「ボランティア受入」
「福祉教育
の展開」
「横のつながり」等について、話し合いました。

社会福祉協議会の
ホームページをご覧ください。
携帯・スマートフォン等から QR コードを読み取り、
ホームページを見ることができます。

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）

設や
福 祉施
会
社
身 近な
企画 ！
一緒に
と
体
団

この夏は、

ちょ ボラ

してみよう

〜彩の国ボランティア体験プログラム2019 in鶴ヶ島〜
この夏、何か新しいことをしてみたいけれど、どこで、何をしてよいのかわからない・・・。
そんなあなたへ！みんなで、楽しく、気軽にできる ちょ っとした ボラ ンティア体験プログラムを
たくさん用意しています。
小学生から大人まで、家族や友達と、一人での参加も大歓迎です。この夏は、ちょ ボラ してみませんか。

高齢の方の
お手伝い

障がいのある方の
お手伝い

人の話に耳を傾けられる、

相手の目線で物事を

聞き上手なあなたに！

考えられるあなたに！

内容

内容

▶お話し相手、散歩の付き添い、夏祭りの準備
▶レクリエーションのお手伝い など

▶パン作りなどの準備やお手伝い
▶手話の体験や高校生とのキャンプ など

こどものお手伝い

自然環境を守る
お手伝い

楽しいことが大好きで

土や草、木や花などが

頼られるあなたに！

好きなあなたに！

内容

内容

▶工作や水遊びの補助、絵本の読み聞かせ
▶おもちゃの整理、
整頓や赤ちゃんの保育体験 など

参加申込方法
１

▶小枝や落ち葉の片づけ
▶野鳥や昆虫、魚採り など

今年は、全部で３７のプログラムがあります。
まずは、できそうなことからチャレンジしてみよう！

詳しい体験プログラムを見る

「彩の国ボランティア体験プログラム２０１９
in 鶴ヶ島」をホームページでご覧いただくか、
冊子版をご確認ください。
検 索
鶴ヶ島 社協
ホームページ
http://www.tsurusha.or.jp/bora-program_2019.pdf
スマホ版QRコード
プログラム
申込書

冊子版配布先
・社会福祉協議会（市役所６階）
・市民センターなどの公共施設
・市内の各中学校には、配布されます。

２

参加したいプログラムを決める

体験したいプログラムを第３希望まで
決めておくと、スムーズに手続きができ
ます。
迷っているかたは、ご相談ください。

３

申し込みをする
受付申し込み期間
日

７月１６日（火）
～７月２４日
（水）

時

場

所

７月１６日
（火）
～７月１９日
（金）
、
社会福祉協議会
７月２２日
（月）
～７月２４日
（水）
（市役所６階）
午後３時～午後５時
７月２０日
（土）
、７月２１日
（日） 市民活動推進センター
午前１０時～午後４時
（ワカバウォーク１階）

問合せ：８ページ窓口一覧

社会福祉協議会まで

2

生活支援コーディネーターってどんな仕事をしているの？
高齢者などが住み慣れた地域で安心、安全に暮らしていけるよう生活支援
や介護予防の体制づくりを進めるのが仕事です。鶴ヶ島市から受託し、地域
の方が集う場や人と人をつなぐ調整役をしています。
今回は、集いの場を新たに立ち上げた

事例をご紹介

第１層生活支援
コーディネーター

します。

市全域担当

鶴ヶ島市在住 男性７０代 Aさんの事例
◦夫婦二人暮らし
◦要介護認定「要支援１」

希望
デイサービス以外に軽運動のできる場所を探している

Aさんの周りの社会資源
◦サークル活動
◦地域活動
◦デイサービス
◦地域包括支援センター

困りごと
◦近くに公共施設等はあるが、自分のできる軽運動がない
◦自分のやりたい活動が見つからない

ケアマネジャー（地域包括支援センター職員）から生活支援コーディネーターに相談
新たな「つどいの場」づくりについて、地域に暮らす方々や活動団体に相談
◦〇〇さんも軽運動をしたいって言っていたよ！
◦参加者を募るチラシを配るよ
民生委員・児童委員（参加者探し、チラシ配布）

新たな
「つどいの場」
づくりを
しよう！

◦月１回なら、〇〇ルームを使えるよ！
海洋センターの職員（会場提供）
◦〇〇さんが、軽運動を教えてくれるそうだよ
◦私も参加してみたいな♪
ラジオ体操の参加者（参加者・協力者探し、チラシ配布）

第２層生活支援
コーディネーター
北部・東部地域担当

海洋センターで新たなつどい
の場が始まりました！
男性参加者募集！
「お手玉体操 海洋センター」
内 容：お手玉を使った体操
日 時：第１・３月曜
午後１時３０分～３時
参加費：１００円／１回

ご本人の希望や身体の具合、地域の状況によって、支援の方法は異なってきます。一人の困りごとから、新たな
集いの場が動き始めました。これには、多くの同じ地域に暮らす方や活動する団体の協力があります。
暮らしやすい地域づくりのため、生活支援コーディネーターは、毎日訪問活動を続けています。皆さんの声を聴
かせてください！
地域の誰もが参加でき、活動をする交流の場を掲載した「つどいの場情報一覧」と地域
に役立つ情報を掲載した「生活支援コーディネーターだより“えん”
」を発行しています！
（設置場所：各市民センター、各地域包括支援センター、社会福祉協議会など）
※随時更新しています。

第２層生活支援
コーディネーター
南部・西部地域担当

◆ 健康お手玉体操養成講座
（定員は各３０名） 全４回 ３回以上の参加により（３回目は必須）
養成講座修了認定書が渡されます。

NO

日

場

所

内

容

１

７月１６日
（火）
午前１０時～１２時

富士見市民センター

実技講習
・ツボ押し・お手玉脳活トレーニング

２

７月２３日
（火）
午前１０時～１２時

市役所６階
ボランティアルーム

実技講習
・お手玉ヨーヨー体操

A）７月２６日
（金）
午前１０時～１２時

東市民センター

B）７月３０日
（火）
午後２時～３時

ラヴィーレ鶴ヶ島
（鶴ヶ島市五味ヶ谷１１１―１）

C）調整中

調整中

８月６日
（火）
午前１０時～１２時

市役所６階
ボランティアルーム

３

４

申込み・問合せ
3

時

実践指導（サロン・施設等訪問）
A．B．Cいずれかを
選択し参加

お手玉作り（材料費１００円）

７月１０日
（水）
までに直接または電話で社会福祉協議会まで（８ページ窓口一覧）

今年もよろしくお願いします！

社会福祉協議会

会員募集

社協会員からはじまる、あなたの地域福祉活動！！
しゃきょう

社会福祉協議会（社 協）では、会員制度をとって
おり、多くの市民の皆さまや関係団体・機関と協働し

昨年度は
個人会費５,２６５口・団体会費７８口・
賛助会費１０６口、合計３,７７０,５００円が
市内で行われている

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 ”を目指しています。
地域の皆さまから寄せられる会費やご意見等は、
福祉課題の把握とその解決を図るための住民福祉活動

地域福祉活動に使われました。
ありがとうございました！

などの貴重な社会資源となっています。

＊＊７月は会員加入促進月間です＊＊
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。

個人会員

年額一口

５００円

個人入会者や世帯など

団体会員

年額一口

１,０００円

社会福祉団体、ボランティア、市民活動団体など

賛助会員

年額一口

１０,０００円

法人、事業所、篤志家など

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、社協の事業にご理解、ご協力をお願いします。

社協会員
会 費

Ｑ＆Ａ

Ｑ 会員会費の使いみちは？
Ａ

市民の皆さんと一緒に進めている住民主体の地域福祉活動を行う
ための大切な財源となっています。誰もが安心していきいきと暮ら
せるまち鶴ヶ島を目指し、多くの市民の方やボランティア団体等が
自分の住む地域を知り、良いところを伸ばし、困っていることを解
決する方法を考え、手を取り合いながら活動を行っています。活動
の一部を、５ページでご紹介しています。

Ｑ 会員になるにはどうすればいいの？
Ａ

「会員加入申込書」のご記入をお願いします。
会員加入申込書は、自治会回覧等を通じてご協
力をお願いしています。また、社協窓口でも加
入できます。社協への来所が困難な場合は、訪
問での対応も可能ですので、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。

Ｑ 会員になるとなにか
義務が発生するの？

Ａ

会員になったことで何かしなくては
ならないということはありません。市
民の皆さまに会員となっていただくこ
とで、地域福祉活動に間接的に協力し
ていただくこととなり、鶴ヶ島市の地
域福祉を支える大きな力となります。

4

ご協力いただきました

社会福祉協議会

会員会費 の 使 いみち

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。

鶴ヶ島第二小学校 アイマスクをしながら
ブラインドサッカー体験

ウエルシア薬局新町店でのサロン活動
「ウエルかい」折り紙をしている様子

福祉教育・ボランティア学習推進事業 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、子どもたちの福祉の学びを進める事業で
す。体験や講話で学んだ知識や技能を活かし、実践
活動へと展開できる取り組みを行っています。

ふれあい・いきいきサロン とは、
参加者同士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
していく場です。今年度は、登録サロン69団体とな
り、年々数が増えています。より身近な地域で気軽
に集える場、サロン活動を今後もご紹介していきま
すのでお楽しみに！
住民参加型生活支援活動事業
つるがしまふれあいサービス とは、
「住み慣れたまちで安心して自立した生活ができるよう
に」
、こうした思いを形にした活動です。この活動を利用す
る方も協力してくださる方も同じ地域に暮らしています。例
えば、「膝が痛くて曲げられないので掃除をお願いしたい」
、
「産後の家事支援をお願いしたい」など、地域の中で互いに
助け合う活動が、年間3 , 918件行われています。
協力会員、随時募集中です♪

ふれあいサービス 協力会員お掃除講習会

令和元年度

当初予算

会員会費1.7%

収

補助金27.0%

受託金41.9%

入

その他の収入2.0%

寄附金1.2%

会員会費
寄附金
補助金

４,０７５千円
３,０００千円
６５,５２２千円

受託金
１０１,６９５千円
事業収入
６３,７６８千円
その他の収入 ４,７２６千円
地域支援11.0%

支
出
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事業収入26.2%

権利擁護支援4.0%

法人運営28.0%

障がい者支援44.0%
生活困窮者支援12.0%

法人運営
６８,２３６千円
地域支援
２６,５９７千円
生活困窮者支援 ２８,１９２千円

権利擁護支援 ９,２４２千円
障がい者支援１０７,０６９千円
子ども支援 ３,４５０千円

子ども支援1.0%

予算総額 ２億４２７８万６千円

鶴ヶ島パソコンサポートボランティア

パソコン初心者相談コーナー

日
場
内

鶴ヶ島市社会福祉協議会

男性介護者の会
男性の介護者だけで集まって、お互いの介護や家事の話
など、情報交換をしませんか。ケアマネージャーや社協職
員も同席していますので、安心して相談もできます。
対 象 家族で介護をしている男性
※ご夫婦や親子での参加も可能です。男女別サロ
ンになります。
日 時 毎月第４火曜日 午後１時３０分～午後３時３０分
次回は、７月２３日
（火）
の開催です。
場 所 特別養護老人ホーム みどりの風鶴ヶ島（鶴ヶ島
市上広谷５４３－１）
定 員 １回あたり１０名程度
参加費 無料
申込み・問合せ ８ページ窓口一覧 社会福祉協議会まで
※日時と場所は変更になることがありますので、あらかじ
めご確認ください。

埼玉県社会福祉協議会

福祉の仕事
地域就職相談会（川越会場）
高齢者・障がい者の施設や保育園で、地域を支える仕事
をしてみませんか。川越市近隣の社会福祉施設が集まる就
職相談会を実施します。無資格・未経験で働ける職場もあ
りますので、ぜひご参加ください。
日 時 ８月２７日
（火）
正午～午後３時
場 所 ウェスタ川越（川越市新宿町１－１７－１７）
内 容 就職支援セミナー、相談会
参加費 無料
申込み・問合せ 埼玉県社会福祉協議会 福祉人材センター
電話 ０４８－８３３－８０３３ FAX ０４８－８３３－８０６２
※事前申込みされた方には、素敵なプレゼントがあります

鶴ヶ島市社会福祉協議会

手話通訳者派遣事業

啓発講座
「始めよう！手話を学ぶ第一歩」
手話に興味があるけれど、あまり時間が取れないという
初めての方を対象にした全３回の講座です。
対 象 １６才以上で市内在住在勤の初心者
日時・場所
７月２４日
（水）
、３１日
（水） 富士見市民センター
８月７日
（水） 東市民センター
午後２時～午後３時３０分
定 員 ２０名（申込順）
受講歴のある方は、お断りする場合があります。
参加費 無料

時
所
容

毎月第２・第４水曜日 午後１時～午後３時
市役所６階 ボランティアルーム
たとえば「自治会の資料をつくりたい！」
「メー
ルの設定をしたい！」など
定 員 １回あたり８名まで
※初心者向けのため、専門的な内容にはお答えで
きない場合があります。
参加費 ３００円
申込み・問合せ ８ページ窓口一覧 社会福祉協議会まで

鶴ヶ島視覚障がい者の会「アイネット」

視覚障害者パソコン体験講座

内

容

音声読み上げソフトを用いて、
基本操作・ワープロ・
メール・ホームページの体験
日 時 ７月２０日
（土）
、２１日
（日）
午前１０時～午後４時
（部分参加も歓迎）
場 所 就労施設「すまいるはうす」
（鶴ヶ島市脚折町１－１－１）
対 象 視覚障がい者・家族・サポーター・関心のある方
なら、どなたでも参加歓迎
定 員 １０名
参加費 無料
申込み・問合せ 稲川まで 電話 ０４９－２８１－６９７５
※毎月第３日曜日、パソコン体験フォロー講座を開催

鶴ヶ島市社会福祉協議会

点字講習会

楽しく点字を学びながら絵本づくりを体験してみません
か。できあがった絵本は、持ち帰りができます。
対 象 小学校４年生以上
※親子、兄弟姉妹、お友達との参加も可能です
日 時 ７月２８日
（日） 午前１０時～午後４時
場 所 市役所６階 会議室
講 師 鶴ヶ島市点字サークル「アイ」
定 員 １０名（申込順）
参加費 無料
持ち物 筆記具、はさみ、お弁当、飲み物
申込み・問合せ ７月５日
（金）
午前９時より
８ページ窓口一覧 社会福祉協議会まで
申込み

７月１９日
（金）
までに直接または電話で社会福祉協
議会まで

ワンポイント
レッスン

「わかる、
知ってる」

右手のひらを
胸につけ、
なでおろす

有 料 広 告 募 集
社協だよりに広告を載せませんか？
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。
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。
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災 害 義 援 金
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。皆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。
義援金箱設置場所：社会福祉協議会窓口（市庁舎６階）
◎平成２８年熊本地震義援金（令和２年３月３１日まで）
◎平成３０年７月豪雨災害義援金（令和２年６月３０日まで）
◎平成３０年北海道胆振東部地震災害義援金（令和元年９月３０日まで）
被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

愛ちゃんと希望くん
Ⓒ中央共同募金会

ご協力ありがとうございました！ 平成３０年度共同募金運動
募金実績額（鶴ヶ島市）

赤い羽根募金 ３,６３５,２６０円

地域歳末たすけあい募金 ２,７６１,０４４円

共同募金の助成を受け活動している団体より「ありがとう」の声が届いています！
共同募金からいただいたお金が地域男性の料理を
作る力となり元気になる為、役立っています
“妻が食事を用意出来なくなった時、食事作りに困らないように”との思
いから立ち上がったサロンです。野菜の切り方から順に調理のノウハウを
身に着け、季節感があり簡単にできるメニューを一緒に調理し会食をして
います。また、食を通じて顔の見える地域づくりを目指しています。
開催場所：富士見地区地域支え合い協議会 交流会館
開催時間：毎月第３火曜日 午前１０時～１２時
費：３００円
ふれあい・いきいきサロン 男の愛情料理 会

あたたかい善意、
ありがとうございました。

窓

（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
（順不同、敬称略）
せていただきます。

中村武夫・みち

１０,０００円

棋友会

９３０円

株式会社ベルクすねおり店お客様一同

２４,６７２円

株式会社ベルク鶴ヶ丘店お客様一同

１３,２３０円

第１１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
カラオケサークル
「このみ会」


２０,０００円

チョキチョキはなちゃん

１５,９４８円

西公俳句の会

１２,１３６円

富士見市民センター

利用者の会

５０,８８５円

第３２回北市民まつり

さわやか健康クラブ １,５００円

風の会
（鶴ヶ丘第５自治会内）


４,４８２円

エコ鶴市民の会

７,１９６円

南チャリティー歌謡祭

１０,０００円

富士見ゴルフクラブ

８,６２７円

その他、匿名にて５名の方から寄附金、１名の方か
ら車いすをお寄せいただきました。
（平成３１年２月１日～令和元年５月３１日）

〒３５０−２２１７

（月〜金曜日

鶴ヶ島市三ツ木１６−１（市庁舎６階）

午前９時〜午後５時１５分）

電話 049−271−6011
（代表） FAX 049−287−0557
◦手話通訳事業担当
FAX

049−271−6277

電話

049−271−6278

◦権利擁護支援センター
電話 049−277−3317
◦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

FAX

049−277−4117

■ 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１５分）
〒３５０−２２１７

電話

鶴ヶ島市三ツ木９３５− １

049−287−7456

FAX 049−298−3241
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