※社会福祉協議会は、
“社協”の愛称で親しまれています。
～ あなたの身近に役立つ福祉情報 ～
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スタンプラリークイズに
挑戦して、
抽選に参加しよう！
「素敵なお花」があたるよ！
１等：１本 ２等：３本 ３等：５本
４等：10本 ５等：15本 ６等：400本

日時
会場

12月6日土

午前10時
～午後３時

鴻巣市総合福祉センター
社会福祉法人鴻巣市社会福祉協議会

主催 「障がい者週間」記念のつどい実行委員会

※当日は、鴻巣駅から会場まで
シャトルバスを運行します。

〔鴻巣駅東口ロータリー内フラワーバス号バス停付近
〕
始発 午前９時30分。以降60分間隔で運行

講演会 「障がい者の地域生活に関すること」
午後1時～
わらじの会 代表 山下浩志 氏

模擬店

★フリースペース小委員会
「明るい社会はひとりひとりの心がけ」
DVDによる団体紹介や、障がい者によ
る体験発表

クッキー、マフィン、
ケーキ等、自主製品の ★タウンウォッチング小委員会
販売
「踏切にもバリアフリー」
無料カフェコーナー
市内4か所の踏切検証・発表

★理解の輪を広げよう小委員会
アトラクション 「みんなで理解する障がいの輪」

マジックショー
ハーモニカ演奏

障がい者に関するマークとアウェアネ
スリボンに関する発表

11月28日
（金） 鴻巣駅自由通路で参加団体の自主製品販売とPR活動を行います。

午後１時30分～午後７時30分

☆社協だよりは､「社会福祉協議会会費」及び「赤い羽根共同募金」を活用し、自治会のご協力により配布されています｡

発行

社会福祉法人

鴻巣市社会福祉協議会

〒365‐0062 鴻巣市箕田4211番地１（鴻巣市総合福祉センター内）TEL 048‐597‐2100 FAX 048‐597‐2102
ホームページ http://www.konosu-syakyo.or.jp/

外出したいけど…

車椅子をお貸しします

《車椅子貸出事業》

歩行が困難な方に、1週間以内を限度として車椅子をお貸しします。利用は無料です。事前に申請が必要
です。
●利用できる方 歩行困難な高齢者及び障がい者

車椅子で乗り降りできる軽自動車をお貸しします

《障害者用自動車貸出事業》

鴻巣市からの委託事業として、在宅の障がい者等で、移動手段に常時車椅子を利用している方や、外出の
際に車椅子を利用している方にお貸しします。事前に申請が必要です。
●利用できる方 市内在住の障がい者等で移動手段に車椅子を利用している方、外出の際に車椅子を利用している方
●貸出・返却日 平日（月～金曜日）の午前８時３０分～午後７時１５分
※貸出が土・日曜日または祝日になる場合は、ご相談ください。
●貸 出 期 間 ３日以内
●利 用 料 金 無料。但し、運行経費として１㎞あたり１０円をご負担いただきます。

医療機関等への送迎をお手伝いします

《移送サービス（福祉有償運送事業）》

高齢者や障がいのある方などで、公共交通機関を使用して移動するのが困難な方を対象に、有償で移送サー
ビスを提供します。
●利用できる方
市内在住の公共交通機関の利用が困難な方
☆常時、車椅子を利用している方 ☆下肢・体幹等に重度障がいがあり歩行が困難な方
※介助者と一緒に利用ください。
●利用範囲 片道３０キロ以内
●利用内容 医療機関や在宅福祉サービスの利用
（１ヶ月あたり５日を上限とします。）
●利用日時 平日（月～金曜日）の午前８時３０分～午後５時。年末年始は休み。
●利用料金 １時間：７００円 ３０分：３５０円 運行経費として１㎞あたり10円。利用券を事前に購入いただきます。

視覚障がい者の外出をお手伝いします

《ガイドヘルパー派遣事業》

鴻巣市からの委託事業として、社会生活上必要な外出が困難な視覚障がい者にガイドヘルパーを派遣します。
●利用できる方 市内在住で、視覚障がい１・２・３級いずれかの身体障害者手帳をお持ちの方。
●利用範囲 埼玉県内
ガイドヘルパー募集中！
●利用内容 通院・買物・会合への参加など、
社会参加の促進に必要と認められること
あなたも、目の不自由な方の
●利用時間 午前９時～午後５時
ガイド役となって一緒に街を歩
●利用料金 無
 料。但し、派遣に関わる諸経費（交通費、
きませんか。
（研修あり）
入場料等）は利用者の負担となります。
報償費：１時間７００円

友愛電話

ひ と り 暮 ら し の 高 齢 者 に、
毎週火・木曜日、ボランティ
アが電話で友愛活動を行い
ます。

友愛電話
ボランティア募集中！
電話の向こうであなたの
ことを待っている人がいま
す。一緒に活動してみませ
んか。
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ご利用ください！

社協の事業

誰かに相談したいけど…

心配ごと相談所

民生委員・児童委員が相談員となり、日常生活の悩みごとや困りごとの相談をお受けします。必要に応じ
て、より専門的な機関をご紹介します。相談は無料で予約は不要です。
●開設日および場所 第１・３水曜日 午前１０時～正午 総合福祉センター
第２・４火曜日 午前１０時～正午 吹上福祉活動センター

子どもと遊べる場がないかしら…

おもちゃ図書館

発達に心配のあるお子さんや障がいのある方が、おもちゃを通して楽しく安全に遊べる場として、また保
護者の方の交流の場として開館しています。保護者（または付添者）の方とご利用ください。
所 総合福祉センター２階 おもちゃ図書館
●開館時間 祝日、年末年始以外の午前９時～午後１０時 ●場
音楽遊び♪ 音
 楽療法士と一緒に親子で遊ぶ「音楽遊び♪」を行っています。
●実施日時 毎
 月第２金曜日 午前１０時～午前１１時３０分（申込不要）

子育てサロン

幼稚園・保育園（所）に入園（入所）する前のお子さんを対象に「子育てサロン」を開催しています。事前申込
みは必要ありません。お気軽にお越しください！ 時間内の途中入室・退室は自由です。
●日時 毎月第１・３木曜日 午前10時15分～11時30分頃
●場所 総合福祉センター
…先生と一緒に、体操やリズム遊び。ボランティアによる紙芝居もあります。
●内容 第１木曜日（プラン形式）
第３木曜日（フリー形式）
…館内で自由遊び。季節に合わせた催しや、簡単な工作などもあります。

暮らしの困りごとをお手伝いします

《地域支え合い事業「思いやりの輪」》

援助が必要な方が日常生活で困ったとき、協力会員（ボランティア）が手助けをする住民同士の支え合い事
業です。利用にあたっては利用会員として登録が必要となります。
●利用できる方
市内在住の６５歳以上の高齢者 重度心身障がい児・者 ひとり親世帯 産前産後期間にある方
未就学児を子育てしている方
●利用内容
家事援助
（調理、洗濯、掃除、買物）、話し相手、代筆代読、軽作業など
●利用日時
平日
（月～金曜日）の午前９時～午後５時。年末年始は休み。
●利用料金
１時間：７００円 ３０分：３５０円 サービス券を事前に購入いただきます。

協力会員募集中！

地域福祉に理解と関心のある方なら、どなたでも登録できます。あなたも利用会員にサービスの提供
をしませんか。
《活動費》１時間７００円（地域振興券でお支払します）

3

社会福祉協議会

スタッフ（準職員）募集！
○川里地域学童保育室スタッフ
保育士または教員資格をお持ちの方。
時
給：1,030円（社会保険加入）
勤務時間：午後１時15分～午後７時15分 月～土曜日の間
で週５日（祝祭日除く。土曜日は勤務時間が異な
ります。）＊夏休み等の長期休暇時は午前７時45
分～午後７時15分までの間で１日７時間45分程度

○ホームヘルパー
訪問介護員養成研修２級課程以上（介護福祉士を含む）を
修了した方、または介護職員初任者研修を修了した方。
時
給：家事援助1,040円 身体介護1,530円
勤務時間：月～土曜日（祝祭日を含む）の週３～５日程度
午前８時３０分～午後５時１５分のうち１日３～４
時間（時間外勤務の場合あり）

【共通事項】
募集人数：若干名 対 象 者：普通自動車免許をお持ちの方（年齢不問・６０歳未満尚可）
待
遇：交通費支給 採用方法：書類選考および面接（面接日は別途連絡）
申 込 み：11月28日（金）までに電話連絡（午前９時～午後５時の間）の上、履歴書（写真貼付）を社会福祉協議会へ提出(郵送可)
※ハローワークへ募集掲載をしており、定員に達している場合もございますが、ご了承ください。
あて先及び問い合わせ：鴻巣市社会福祉協議会総務課 〒365-0062 鴻巣市箕田4211番地1 TEL048-597-2100

世代間交流『しめ縄づくり交流会』を開催します！
お正月飾りのしめ縄を「鴻巣市老人クラブ連合会」の皆さんと一緒に作る交流会
です。手作りのしめ縄で、新年を迎えてみませんか！
参加費：100円（材料代）※当日集金します。
日 時：平成26年12月20日（土）
午前９時30分～正午
持ち物：ハサミ（わらを切るために使用します）
ところ：川里農業研修センター 集会室 申込み：12月10日（水）まで
対象者：市内在住の方（小学４年生以下
TEL/FAX/窓口で11月20日（木）
は、保護者同伴でお申込みく
より受付
ださい。）
問合せ：社会福祉協議会
定 員：50名（先着順）
TEL 048-597-2100 FAX 048-597-2102

高齢者福祉センター
健康相談
白雲荘（原馬室２９１７－１）
12月17日（水）
午前10時30分～11時30分
コスモスの家（吹上本町5－4－7）
12月24日（水）
午前10時30分～11時30分

第28回埼玉県地域リハビリテーション研修会
日 時：平成２７年２月８日（日）午後１時～５時（受付１２時３０分）
場 所：埼玉会館小ホール（さいたま市浦和区高砂３－１－４）
テーマ：「認知症を知ろう」
内 容：第一部「認知症かな？と思ったら」
講師 埼玉精神神経センター・神経内科 島津智一 氏
第二部「リハビリにできること」
講師 こうのすナーシングホーム共生園 河井 剛 氏
尚寿会あさひ病院
倉元貴志 氏
栗橋ナーシングホーム翔裕園 小野田恵 氏
対象者：一 般県民及び医療従事者、介護従事者、介護に関わっ
ているご家族

定 員：４００名（先着順）
費 用：無料
申込み：氏名・ふりがな・電話番号を明記の上、Ｅメールま
たはＦＡＸで平成２６年１２月１５日（月）～平成２７年１月
23日（金）定員になり次第締切
公益社団法人 埼玉県理学療法士会 事務室宛
ＦＡＸ ０４８－７７３－１２４９
Ｅ-mail pt-saitama-jimu@kne.biglobe.ne.jp
問合せ：（公社）埼玉県理学療法士会事務室
TEL 048-773-1246
Ｅ-mail chiiki.reha28@gmail.com

「第29回ふれあい広場」を開催しました！
10月５日（日）、川里農業研修センター・川里中央公園において、
「第29回ふれあい広
場」を開催しました。
この日に向けて、福祉施設や福祉団体、ボランティアグループ等、26団体の運営委
員が企画を練り、準備をしてきました。
当日はあいにくの冷たい雨でしたが、大勢の市民の皆さまが来場され、スタンプラ
リーや抽選会、福祉体験コーナー、模擬店などをお楽しみいただきました。また、今
回で２度目となる「1000人と手をつなごう！」では、ご来場の皆さまの協力で、会場内
に大きな輪ができました。
（写真）
模擬店を出店された団体よりいただいた、収益金の一部88,497円は、地域福祉事業
に活用させていただきます。ありがとうございました。

〜社協へのご厚意ありがとうございました〜

吹上団地役員OB会
10,000円
鴻巣市水道協同組合
6,660円
鴻巣市指定下水道排水設備工事店組合
6,660円
匿名
300,000円
大正琴愛好会 代表 西澤よし江
10,000円
鴻巣市商工会商工フェスティバル実行委員会 52,176円
電気保安法人有限会社石川電気
10,000円
建設埼玉鴻巣支部
6,100円
福元カラオケ教室
20,243円
カトレア会
40,000円
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平成26年8月21日〜平成26年10月20日
（順不同 敬称略）

鴻巣敬神会露商組合（県央イベント協会） 40,000円
宮地町内会
27,400円
≪ふれあい広場協賛金≫
鴻巣ライオンズクラブ
10,000円
鴻巣ロータリークラブ
10,000円
鴻巣水曜ロータリークラブ
30,000円
鴻巣市佛教会
30,000円
≪あしたば第一作業所≫
キタオカ製パン
菓子パン多数

