※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 ～

平成29年
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月

年6回発行
5月、7月、9月、11月、
1月、3月

お とな 大 学
ボランティア 学 科

❶ 特技（ハーモニカ）
❷防犯活動

日

授業内容

詳細は４ページへ

自分たちでつくる地域

地域福祉とは

「わがまちサロン」「すこやかシニア体操」
「おはなし聴き隊（傾聴）
」

市の介護予防リーダー活動の紹介

講義 ❷

ボランティアの基礎的な知識・技術について広く学びます。
「 ボランティアについて知りたい」「これからボランティアを始めたい」
という方、
は じ め の 一 歩 を 踏 み 出 し ま しょう 。
授業内容

開講式・オリエンテーション

地域デビューはじめの一歩

コミュニケーション技法の基本
講義 ❶

地域活動について

活動紹介

❸子育て支援
❹国際交流

ボランティア活動について

活動紹介

車いす操作

高齢者等の福祉施設を見学
体験学習

認知症への理解を深めよう
認
( 知症サポーター養成講座 ）

サロン活動見学 （幸茶店）

住み慣れた地域の情報を活かす

かかりつけ薬局の大切さ

住み慣れた地域で活動するために

食生活の豆知識と調理実習

今後の活動に向けて

修学旅行（日帰り）

講義 ❸

グループワーク
修了式

講
議 」… 立教
｢
 大学コミュニティ福祉学部 福祉学科
助教 岡田哲郎先生による講議・グループ
ワーク等
活｢動紹介」… ボラ
 ンティアグループによる日頃の活動
を紹介

鴻巣市社会福祉協議会
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☆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｡

〒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/

事業報告

及び

～共同募金配分金事業～

～受託事業～

①高齢者・障がい者・児童福祉事業

①指定管理者制度

・いきがい作品展・ボランティア見本市
同時開催 来場者600名
・ふれあい運動会
参加者20団体・7校 445名
・おもちゃ図書館の運営
常設利用者延1,079名、音楽あそび参加者延79名
・子育てサロンの開設
参加者延431名
・ボランティア団体助成金の交付
39団体 1,211,010円
・福祉教育推進事業
福祉教育助成金の交付 28校 552,280円
福祉教育・ボランティア体験事業支援20校
・見守り活動の推進及び研修会の開催
福祉見守り員等 設置状況211自治会 818名

・高齢者福祉センターの管理運営
白雲荘、コスモスの家、ひまわり荘
・放課後児童クラブ等の管理運営
屈巣放課後児童クラブ、広田放課後児童クラブ、
共和放課後児童クラブ、共和こども交流の家
・総合福祉センターの管理運営
・吹上福祉活動センターの管理運営

②受託事業

・手話通訳派遣事業
・重度心身障害者福祉タクシー事業（利用者420名）
・重度心身障害者自動車燃料費助成事業（利用者1,523名）
・障害者用送迎自動車貸出事業（利用件数229件）
・視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業（派遣306件 延958時間）
・介護保険要介護認定訪問調査事業（調査件数112件）
・介護予防支援事業（利用者延15名）
・生活困窮者自立相談支援事業（新規受付件数188名 プラン作成16件）
・福祉サービス利用援助事業/あんしんサポートねっと（県社協受託）
・生活支援事業
鴻巣市支え合い推進会議
（2回）
はつらつ介護ヘルパー養成講座
（受講者25名）
・成年後見サポート事業
法人後見運営委員会（1回） スタートアップ講演会（参加者220名）
市民後見人養成講座基礎課程
（受講者36名）

②福祉啓発事業

・社協だよりの発行
奇数月、年6回発行
・ふれあい広場
参加団体27団体 参加者1,200名

③歳末たすけあい配分金事業

・地域歳末たすけあい事業援護金
配分 196世帯385名 6,580,000円
・サロン活動の推進と支援
高齢者サロン・会食活動助成金の交付53サロン・会食会1,292,300円

～障害者総合支援法による事業～

～介護保険事業～

・居宅介護事業（延2,699.25時間）
・同行援護事業（延147.25時間）
・移動支援事業（延337.25時間）
・障害者支援施設管理運営事業
あしたば第一作業所、あしたば第二作業所、吹上太陽の家、川里ポプラ館

・居宅介護支援事業（ケアプラン作成 延1,584名）
・訪問介護事業（ホームヘルパー派遣 延3,371時間）
・通所介護事業（おれんじはうす 延2,940名）

貸借対照表
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143,509,530

△ 1,251,937

福祉基金積立金

96,430,699

106,404,000

△ 9,973,301

介護保険事業積立金

45,826,894

37,105,530

8,721,364

△ 9,973,301 次期繰越活動増減差額
8,721,364
純資産の部合計

489,326,849 △ 12,785,197

の

当年度末

職員預り金

10,964,181

2,209,000

福祉資金貸付金

（単位

負

64,549,244

車輌運搬具

（平成29年3月31日現在）

部

現金預金

基本財産特定預金

決算報告

負債及び純資産の部合計

75,056,046

97,612,170 △ 22,556,124

220,313,639

244,121,700 △ 23,808,061

476,541,652

489,326,849 △ 12,785,197

現況報告書並びに資金収支計算書及び事業活動計算書等につきましては、
社協ホームページでご覧いただけます。

『人輝く

思いやりのあるまちづくり』を目指します！
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平成２8年度 鴻巣市社会福祉協議会
～法人運営・収益事業・資金貸付事業～

～地域福祉推進事業～

■法人運営事業
・理事会、評議員会、監事会、評議員選任・解任委員会の運営
・社協会員募集
個人会費14,894,027円、法人会費1,615,000円
・赤い羽根共同募金
鴻巣市支会として実施（募金総額11,392,814円）
・地域歳末たすけあい募金
鴻巣市支会として実施（募金総額8,852,805円）
・自動販売機設置による収益事業
25ロケーション35台（4,305,001円）
・ホームページの更新
http://www.konosu-syakyo.or.jp/
■資金貸付事業・援護事業
・福祉資金の貸付（53件 1,299,000円）
・生活福祉資金の貸付（県社協事業）
（11件 3,649,000円）
・法外援護事業（16件 4,800円）

・地域福祉活動計画の推進
地域福祉活動計画推進委員会（1回）
・支部長会議の開催及び支部社協活動の支援
支部長会議の開催（2回）
・地域コーディネーターによる住民福祉活動の推進
地域コーディネーター設置状況（15支部 68名）
・地区懇談会及び支部福祉委員会の開催支援
開催支部社協14支部
・小地域福祉活動育成助成金の交付
16支部社協 6,692,200円
・地域福祉活動参加促進事業助成金の交付
2事業 200,000円
・敬老会事業助成金の交付
16支部社協 480,000円
・福祉団体助成金（一般枠）の交付
8団体 558,000円
・福祉団体助成金（特別枠）の交付
3事業 360,000円
・食事サービス事業
年6回 延6,086名
・配食サービス事業
年10回 延353名
・給食配達サービス事業
年24回 延160名
・ふれあい里親運動（夏期・正月）
・世代間交流「昔あそび交流会」
いきがい作品展・ボランティア見本市同時開催 参加者43名
・手話奉仕員養成講座（入門）
全21回 受講者12名
・車椅子貸出事業
利用件数235件

～ボランティア活動普及事業～
・ボランティア広報活動
ボランティアセンターだよりの発行（12回）
・ボランティア推進会議
ボランティアセンター運営委員会（１回）
ボランティアグループ代表者会議（１回 70名）
・ボランティア講座の開催
夏のボランティア体験プログラム（延377名）
おとな大学ボランティア学科（53名）
ボランティアステップアップ研修（80名）
・ボランティア活動保険等の取り扱い事務
ボランティア活動保険（1,367名）
ボランティア行事用保険（56件）
・ボランティア活動支援
ボランティア相談、ボランティア見本市、ボランティア資
機材の貸出
・友愛電話（延2,449回）
・災害ボランティアセンター立ち上げ訓練の実施
及び市主催総合防災訓練への参加

～在宅福祉援助サービス事業～
・地域支え合い事業「思いやりの輪」
有償の家事援助サービス（延1,769時間）
・福祉有償運送事業
福祉車両による移送サービス（延129時間）

生活困窮者自立相談支援センター
失業、病気、家族の介護等、様々な理由で生活にお困りの方の相談窓口です。来所いただけない方には、ご自宅
への訪問もいたします。まずは、ご相談ください。相談は無料です。
【 相談できる方 】市内在住の方で経済的理由等により生活にお困りの方（生活保護受給者を除く）
【 開 設 時 間 】午前８時30分～午後５時15分（土、日、祝日、年末年始を除く）
【ご相談・問合せ先】鴻巣市箕田4211-1（総合福祉センター内）
※鴻巣駅東口からコミュニティバス「フラワー号」笠原コース
総合福祉センター下車
TEL：０４８-５９７-２１００ FAX：０４８-５９７-２１０２

鴻巣市社会福祉協議会 地域福祉活動計画 基本理念
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おとな大学 ボランティア学科 のご案内
少子高齢化が進展する中、団塊の世代や中高年の方々が長年培ってきた豊かな経験や知識、趣味等を活かして
ボランティア活動や地域福祉活動に参画することが期待されています。
あなたも
“おとな大学”
で多くの人とふれあい、楽しく学んで、ボランティア活動への一歩を踏み出しませんか！

鴻巣市
社
会
福祉協
議会
地
域
福
祉課
行

日 時：午前9時30分 ～ 12 時 ※１月２９日（月）は、1日を予定しています。
対 象：市内在住のボランティア活動や地域福祉活動に興味・関心のある方で、
集！
修了後活動に携われる方
方、大募
の
代
０
７
会 場：総合福祉センター 鴻巣市箕田４２１１－１
６０ 代 ·
定 員：30名（定員を超えた場合は抽選となります）
参加費：２,０００円（資料代）
※但し、調理実習
（300円程度）
、修学旅行
（5,000円程度）
の実費負担があります
申込み方法：はがきに、次の事項を記入して下記までお申込みください。
①郵便番号 ②住所 ③氏名 ④電話番号 ⑤年齢 
鴻巣市社会福祉協議会 地域福祉課 
〒３６５－００６２ 鴻巣市箕田４２1１－１
締 切：８月１５日（火）消印有効
※受講の可否については、8月22日
（火）
以降、郵送にてお知らせします
問合せ：鴻巣市社会福祉協議会 地域福祉課 TEL ０４８－５９７－２１００ FAX　０４８－５９７－２１０２
その他：講師の都合等により、日時・内容を変更する場合があります。

全日程の２／３を受講された方には修了証をお渡しします。
（11日以上）
※本講座、修了後には、市の介護予防事業である「わがまちサロン」
「すこやか
シニア体操」
「おはなし聴き隊」
の介護予防リーダーとしても活動いただけます。

高齢者福祉センター健康相談

障害福祉サービス事業所
「川里ポプラ館」生活介護事業を開始します!！

日頃、気になっているお体の心配なことなど、気軽にご相
談ください。
施設名

住所

開催日

平成24年度より就労継続支援B型事業所として運営して
おりました
「川里ポプラ館」
では下記のとおり生活介護事業
を開始いたします。
施設名：川里ポプラ館
鴻巣市関新田1277-2
開始日：平成29年10月1日
定 員：就労継続支援Ｂ型事業所
12名
生活介護事業所
8名
問合せ：鴻巣市福祉課障がい福祉担当
TEL048-541-1321 内線2617
申込み：指定管理者 鴻巣市社会福祉協議会 福祉事業課
TEL048-597-2100

時間

白雲荘

原馬室2917-1 ７月２５日（火）

午前10時３０分～
　　　　11時３０分

ひまわり荘

関新田1300-1 ７月２5日（火）

午後１時３０分～
２時３０分

コスモスの家 吹上本町5-4-7 ８月10日（木） 午前10時～11時

〜社協へのご厚意ありがとうございました〜
飯塚歌謡クラブ
２５，５６３円
躑躅森喜代治
２２，１２０円
鴻巣敬紳会露商組合
３０，０００円
鴻巣水曜ロータリークラブ ５０，０００円
認定こども園エンゼル幼稚園 ２０，０００円
鴻巣市花組合
５３，５０１円

陶鴻房寺子屋
陶鴻会
鴻巣近辺会
スーパー D'ステーション鴻巣店
建設埼玉鴻巣支部

4

１１，２８０円
１０，０００円
１，６７１円
３００，０００円
13,470円



平成29年6月20日まで

（順不同 敬称略）

《ふれあい運動会》
鴻巣市医師会
上尾法人会吹上支部
《川里ポプラ館》
倉林正美

３０，０００円
７０，０００円
５，０００円

