
　コロナの影響で施設でのボランティア受け入れが厳しいなか、それでも受け入れてくださった施設が２か
所あり、参加された学生さんからは貴重な体験ができ、とてもありがたかったと感謝の言葉をいただきまし
た。
　また、今年は自宅でできるボランティアとして、いつものプロ
グラムとは異なる内容で開催いたしました。
　学校は約２週間の夏休みでしたが、学生さんが皆一生懸命取り
組んでくださり、施設の利用者様や職員さんからは、多くの喜び
の声が届きました（詳しくは２，３，４ページ参照）。
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令和２年10月15日

「社会福祉協議会」とは？
・ ・ 地域で暮らす住民一人ひとりが会員となって、地域の福祉に関する課題を住民

の皆さんとともに考え、話し合い、取り組む民間の福祉団体です。
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本誌の主な内容
Ｐ２- ３　ボランティア体験プログラム2020
Ｐ４　敬老の記念品贈呈
Ｐ５　生活支援体制整備事業
Ｐ６　愛藍はにゅうコン・寄付のご報告
Ｐ７　赤い羽根共同募金運動
Ｐ８　福祉教育奨励事業（羽生第一高校）・ファミサポ
Ｐ９　日本赤十字社活動資金報告
Ｐ10　歳末たすけあい運動事業

　　第99号

社会福祉法人　羽生市社会福祉協議会
  　　　　　　☎048-561-1121（代表）内線541

k i k a k u@h a n y u s h a k y o . j p
http://www.hanyushakyo.jp
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彩の国ボランティア体験プロ グラム2020を実施しました
羽　生　市　社　協　だ　よ　り 　第99号　　

　今年は新型コロナウイルス感染症の影響 で、夏の
ボランティア体験プログラムの受け入れが出来ま せんでした。

　9/15、社会福祉協議会の方より、小・中・高校生 のボランティア
の皆様が作って下さったマスクや作品を受け取りまし た。
　一つ一つ丁寧に心を込めて作って下さった事が伝 わってきました。利
用者様が作った作品と一緒に壁画として飾らせてい ただきました。
　来年はぜひ、施設に来ていただいてボランティ アに参加して頂
きたいと願っております。

　ボランティアに参加された皆様、あり がとう
ございました。
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新型コロナウイルス感染拡大の防止と、ご来場者の皆様の安全確保のため、今年度  のボランティアまつりを中止します。  問い合わせ　市社会福祉協議会（内線542）

 第５回　ボランティアま  つりの中止について

　羽生市社協では、ボランティア活
動を始めるきっかけ のひとつとなる
よう、夏休み期間 を中心に今年度
は感染予防をしつ つも、誰もが気
軽に参加できる９ メニューを実施
し、多くの皆様にご 参加をいただき
ました。素敵な作品 やマスク、お手
紙がたくさん届き、参加された方の
メッセージとともに 福祉施設を利用
されている高齢者の 皆様や市内福祉
施設等へお届けいた しました。

福祉施設に入所、通所されている

方が見て楽しんだり季節を感じる

飾りを作ってみよう

色えんぴつさんよりお礼のメッセージが 届きました
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 第５回　ボランティアま  つりの中止について

市内にお住まいの高齢の方へお祝いの

お手紙を書こう

手作りマスクを作ろう

　羽生市社協では、ボランティア活
動を始めるきっかけ のひとつとなる
よう、夏休み期間 を中心に今年度
は感染予防をしつ つも、誰もが気
軽に参加できる９ メニューを実施
し、多くの皆様にご 参加をいただき
ました。素敵な作品 やマスク、お手
紙がたくさん届き、参加された方の
メッセージとともに 福祉施設を利用
されている高齢者の 皆様や市内福祉
施設等へお届けいた しました。

福祉施設に入所、通所されて

いる方が館内でできる運動会

や簡易的な運動の演目・競技

を考えてまとめてみよう

お知らせ

色えんぴつさんよりお礼のメッセージが 届きました

　ささえ愛隊の協力会員として利用会員宅のカーペッ
トの模様替えや買い物支援を体験いただきました。参
加者からは、お礼を言われて嬉しかった、困っている
方を助けるだけでなく、協力会員への謝礼が商工会商
品券であることで地域の活性化にも繋がっていること
を知ったとの声をいただきました。また、利用会員か
らは、助かりました、学生さんから元気をもらいまし
た、またぜひ来ていただきたい、との声が届きました。

ささえ愛隊事業…
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敬老の記念品をお届けしました
　９月21日（敬老の日）開催を予定しておりました式典は、新型コロナウイルス感染拡大の防止と、
式典参加者の安全確保のため、誠に残念ながら中止させていただきました。併せて、75歳以上の方へ
の記念品の贈呈も中止させていただきました。心待ちにされていた方々におかれましては、深くお詫
び申し上げます。
　なお、金婚（結婚50周年）、ダイヤモンド婚（結婚60周年）、プラチナ婚（結婚65周年）、99歳以上
の方、米寿の方には、支部社協役員よりお祝いの記念品をお届けさせていただきました。健康に恵まれ、
常に家族の繁栄と地域社会の発展にご尽力いただいた皆様に対し、心より敬意と感謝を申し上げます。
今後もより一層のご健康と長寿をお祈り申し上げます。

★ダイヤモンド婚のご夫婦へ記念品をお届けしました。

★米寿の方へ記念品をお届けしました。 ★敬老模範家庭へ表彰状をお届けしました。

令和２年度　実績
　金婚（結婚50周年）� 94組
　ダイヤモンド婚（結婚60周年）� 29組
　プラチナ婚（結婚65周年）� 11組
　米寿（88歳）� 302名
　99歳以上� 48名
　敬老模範家庭� １家族

長寿のお祝いを迎える方へ、
更なる健康と長寿を願い、

市内の小学生・中学生・高校生
からのメッセージを添えさせて

いただきました。



令和２年度　生活支援体制整備事業

地域の助け合いを考える会を開催しました
日時　９月15日（火）・16日（水）午後１時30分から
場所　ワークヒルズ羽生　大会議室

　新型コロナウイルスの感染拡大により新たな生活様式が求めら
れる中、高齢者の方々は感染を恐れて外出を控えたことにより、
「認知症」のリスクが高まる心配があります。また、感染防止の
ため、マスクの着用が必須となり声が聞き取りにくくなっていま
す。
　そこで、今回は感染防止対策を行ったうえで、今だからできる

地域での支え合いの取り組みを、皆さんと一緒に考えていくことを目的に開催しました。
　講習「目で見る言葉」では羽生手話サークルの漆原様、日比野様、早野様より聴覚障がいの
方のお困りごとや不安、接し方など実体験を交えてお話しいただきました。次に、講義「認知
症について学ぼう」では羽生市西部地域包括支援センターの池上様より
寸劇を交えて、改めて認知症は、どんな病気なのか、気を付けるポイン
トなどを学びました。グループワークでは、認知症の方と接する際の注
意点を話し合い、活発な意見が交わされました。

　今回のフォーラ
ムで改めて気づ
かされることが多
く、地域での助け
合いを考えるきっ
かけになりまし
た。
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◎あなたも地域の一員として活動してみませんか!!　
　　★応募資格　　市内在住でボランティア活動に理解と意欲のある方
　　★活動内容　　�見守り・話し相手・洗たく・買物代行・その他
　　　　　　　　　※活動する日時は、支援を希望する方との調整の上決定します
　　★謝　　礼　　�30分まで　250円、30分超１時間以内　500円
　　　　　　　　　（商工会商品券と交換いただけます。）
　　★応募方法　　�社会福祉協議会にて登録申請書に必要事項をご記入ください。ささ

え愛隊協力会員証を発行いたします。

はにゅうささえ愛隊 協力会員募集

お問い合わせ先　社会福祉協議会　561－1121（内線）542

敬老の記念品をお届けしました
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○株式会社　かねか苑葬祭　代表取締役　齋藤　渉
○生き生きサロン　すみれ会
○伊澤　一郎
○株式会社　ケンゾー　代表取締役　木村　健造
○齋藤　充功
○荒木　幸
○匿名　１名

大勢の皆様からたくさんの心あたたまるご寄付をいただきました。社会福祉事業のために大切に役立たせていただきます。
（敬称略・順不同）

◎�生活困窮者支援に対しての寄附

◎フードバンクに対しての寄附

◎物品の寄付

10,000円
30,000円

缶詰54個、ジュース９本、お茶６袋
アルファ米57袋

焼のり20袋、味のり２缶

カップ麺36個、ひやむぎ１箱
手作りマスク19枚

尿取りパット４袋、消臭シート１個、紙オムツ２袋、
粉ミルク１缶、布パンツ２枚、栄養補助食13個

オムツ２袋、マスク４箱

○株式会社　かねか苑葬祭　代表取締役　齋藤　渉
○有限会社　藤井工業　代表取締役　篠﨑　慶子

○株式会社　かねか苑葬祭　代表取締役　齋藤　渉

○日本精工株式会社　埼玉工場
○南　奈巳

○株式会社　かねか苑葬祭　代表取締役　齋藤　渉

○埼玉県立羽生第一高等学校
○匿名　３名

◎一般寄付
10,000円
4,266円

10,000円
266,240円
10,000円

100,000円
5,000円

ご寄付いただいた皆様 　　令和２年７月１日～令和２年９月30日
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藍愛はにゅうコン♥

IN ワークヒルズ羽生

〜恋の予感はすぐそこに〜

12月13日（日）　13：00〜
男性：結婚を希望する独身の市内在住または在勤の方
女性：結婚を希望する独身の方は、日本中どちらからでも
※11月20日（金）迄に、参加費を添えてお申し込みください

内容
エコクラフトで
リース製作
フリータイム等

定員
男女各15名

（申込者多数の
場合は抽選）

参加費
男性2,500円
女性1,500円

（飲料の提供有）

☆申し込み・問い合わせ☆
　羽生市社会福祉協議会　　【主催】羽生市結婚相談所
　　羽生市東６－15（市役所内）
　　☎�048－561－1121（内線542）
　※土・日・祝日は除く８：30～ 17：15
　※新型コロナウイルスの影響により、中止となる場合がございます
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赤い羽根共同募金へご協力お願いします!!
10月１日～３月31日までの期間、全国一斉に赤い羽根共同募金運動が実施されます。
皆さんのあたたかいご支援をお願いいたします。

募金の種類と方法

街頭募金
駅前､ 商店、市のイベント等で
広く募金を呼びかけるものです。

　　　　＊396,796円

戸別募金
自治会のご協力により、１世帯350円を
目安にご協力をお願いしております。

　　　　　　＊5,124,033円

学校募金
市内小・中学校・高等学校・短大の生徒
さんに募金をお願いし、社会福祉への関
心を深めていただくものです。　

　　　　　　　　＊76,301円

個人・法人募金
職域募金

団体・銀行・福祉施設職員・市職員の方
等に、バッチ・エコバッグ等を購入いた
だき、代金の一部を募金としてご協力い
ただくものです。代金は、バッチ（500円）、
エコバッグ（500円）、クオカード（1,000
円）、図書カード（1,000円）です。個人
でもお申し込みいただけます。

　　　　　　　＊993,400円

○一般募金（赤い羽根共同募金）
①社会福祉法人　羽生市社会福祉協議会

②社会福祉施設等の運営費配分

＊昨年度実績額

1.各地区ふれあい交流会支援事業　2.ねたきり老人等訪問理髪サービス事業　3.介護
用品（車椅子等）レンタル事業　4.福祉車輌貸出事業　5.声の広報発行事業　6.障が
い児・者地域交流かけはし事業　7.ふれあい短期里親運動事業　8.ふれあい・いきい
きサロン活動支援事業　9.ホームページ公開事業　10.福祉教育奨励事業　11.行路者
援護費　12.社協広報事業　13.災害ボランティア活動支援事業　14.おもちゃの病院
開設事業　15.フードバンク事業　16.見守り運動事業

4,679,000円

福）幸生会「障害者支援施設　はくちょう園」 西館屋上防水改修工事 3,000,000円
NPO法人空と雲の家福祉会「就労継続支援Ｂ型
空と雲の家福祉作業所」 施設老朽部分整備 747,000円

福）羽生福祉会「児童養護施設　ふれんど」 赤い羽根進学費用応援プロジェクト 990,000円

令和元年度赤い羽根共同募金（令和２年度事業）配分結果

民生児童委員・地区役員等のご協力によ
り､ 個人や企業の方々にご協力をお願い
しているものです。法人の寄附は法人税
法により「全額損金」とすることができ
ます。詳しくは事務局へお問い合わせく
ださい。

　 　　　　　　 ＊489,556円

有料広告

〈
受
付
順
〉

無料体験受付中！

楽しく元気アップしませんか！ゆるトレ＆いやしの3時間
デイサービス未来

送迎無料
営業日：月～金（午前午後各3時間）

デイサービス未来南羽生
☎ 048-561-0828

羽生市南羽生1-15-29
営業日：月～金、
午前・午後各3時間

コロナ3密対策対応
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　本校では「地域との連携及び地域への感謝」をテーマとして、以下の３つを目的として活動
に取り組んでいます。
・奉仕、体験活動を通じ、豊かな心の育成と社会参加意識を高める。
・地域の活動に積極的に参加し、地域との連携をより深める。
・本校に対する地域の方々の応援や支援に対し、感謝の気持ちを持つ。

　今年度は、新型コロナウイルス感染予防の観点から臨時休業等もあったため、昨年度までの
活動を中心に報告します。

福祉教育奨励事業活動報告
埼玉県立羽生第一高等学校 教頭　鈴木　雅道

緑化活動
　生徒有志により本校前道路に球根や花の種を植える等
緑化活動を行いました。

美化活動
　運動部員を中心に生徒有志が本校前道路をはじめ通学路の清掃活動
を行いました。

交流活動
　吹奏楽部が地域との交流の一環として新郷第一
小学校において出前演奏を、羽生ふじ高等学園の
文化祭において合同演奏を行いました。

※�今年度は、新型コロナウイルスの感染状況がなかなか収まらない状況でもあり、上記の活動につい
て無理のない範囲で実施する予定です。また、一部中止になる活動も出る可能性もあります。

ファミリー・サポート・センター
救急講習会を開催しました！

９月３日(木)・11日(金)　会場：市民プラザ　計11名参加

　ファミリー・サポート・センターでは、会員同士が安心し
て活動いただけるために、講習会を実施しています。
　今回は、羽生市消防本部職員を講師に招き、小児救急の基
礎知識やAEDの使用方法について学びました。大人用のAED
は学ぶ機会があっても、小児用のAEDは初めて触れる方も多
く、みんな真剣な眼差しで受講されていました。
　また当日は、ボランティアさんの協力による託児も
あり、お子さんも飽きることなく和やかな雰囲気の中
での講習会となりました。
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 【羽　生　支　部】
㈲田沼鉄工
㈲善三商運
新彰被服㈱

（医）渡辺小児科内科医院
清水　勝四郎
渡辺医院
桑子　安司
㈱エーダイニット
いりや商事㈲
㈱斉徳商店
㈲入山商店
㈱和田百貨店
中村産業㈱
一進堂書店
松本薬局

（医）樫楠会　冨田脳外科クリニック
太田整形外科クリニック
山崎被服工業㈱
田辺㈱
㈲吉田新聞店
㈲新井モータース
㈱行田力松商店
㈲井上土地建物
ミトモ徽章 　
㈲斉藤三光堂
金子農機㈱

（医）萩原医院
㈱メディカルサポート

介護老人保健施設　あいの郷
（医）白水会　栗原眼科病院
（社福）共愛会（ケアホーム）
【川　俣　支　部】
㈲山崎左官工業所
千手院　橋本　善勝
埼玉ブロック工業㈱

（社福）とねの会こども園
【井　泉　支　部】
協和ボイラ工業㈱
㈲石川葬儀社
野本歯科医院

（医）社団 日新会 新井整形外科
㈱長沢組
ニッコーシ㈱
伸興化成㈱
㈲藤井工業

【手　子　林　支　部】
㈲根岸自動車
小暮ゴム㈱
㈲増田農機
学校法人　金久保学園　

かなくぼこども園　キラリ
㈱ママダ工業
小島染織工業㈱
古沢　幾久治
㈲埼北モータース
儘田　義光

（社福）三愛福祉会 きむら認定こども園

【新　郷　支　部】
（社福）宏和会シティ・オブ・ホープ
（医）桑梓会　漆原医院
（医）仁寿会　山田クリニック
㈲関根材木店
㈱渡辺工務店
ヤリタ歯科医院
宗教法人　祥雲寺
東邦工機㈱

（医）至信会　池沢神経科病院
東武鉄筋㈱

【須　影　支　部】
（社福）さきたま会　特別養護老人ホーム 薫藤園
㈲早川電気商会
野川染織工業㈱
和田鉄工㈱
川野辺自動車販売㈱
岡村　弘

（社福）共愛会
㈲藤倉商店
㈲キング商会
栗原　倉子

【岩　瀬　支　部】
東日本積水工業㈱
埼玉医療生活協同組合 羽生総合病院
㈲松惣本店
㈱羽川工業
富士高フーヅ工業㈱
㈱金子造園

（医）神山クリニック
㈱リガード　
戸ヶ崎　清二
岡戸　良雄

（社福）翼会 身体障害者療護施設 希望の里
㈱花むら
岡戸　茂
小島　久佳
石森　実
石坂　明彦
小林　史準

【三　田　ヶ　谷　支　部】
㈱尾田リビング
石合建設工業㈱
シアター江森　江森　章雄
㈱トレンディー
東日本レイク㈱
㈲ミロク自動車

【村　君　支　部】
㈲早川製作所
日清ヨーク㈱

（社福）宏和会　清輝苑
NPO法人空と雲の家福祉会
　　

他　匿名10件

（敬称略順不同）

       日本赤十字社の活動は皆様から寄せられた「寄付金」が財源となっています。
　　　   一般活動資金　2,964,760 円　　特別活動資金　1,135,000 円

☆ ☆ ☆　特別活動資金にご協力いただいた方々　☆ ☆ ☆

赤十字活動資金へのご協力ありがとうございました

日本赤十字社ってなあに？
　「日本赤十字社法」のもと、世界189 ヶ国の赤十字社と協力し、戦争・紛争犠牲者の救援をはじめ、災害被災者の救援、医療・
保健・社会福祉事業など、人道的支援を展開する団体です。
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〈
受
付
順
〉

心と心、温もり溢れるセレモニー
まごころをこめてご奉仕いたします。

羽生典礼会館
J　A　葬　祭

　     0120-65-1824 
　　　　 羽生市藤井上組22  ☎ 565-1824

（有）石川葬儀社

https://sumai.panasonic.jp/agefree/



　10月１日から、赤い羽根共同募金運動の一環として、「歳末たすけあい運動」が行われます。
多くの市民の皆様から募金のご協力をいただき、下記の通り、２つの事業を実施いたします
のでご利用下さい。

②歳末介護用品支給事業

①歳末乳幼児紙おむつ支給事業

●共通事項●

１．対　　象　�令和２年11月１日現在、在宅で常時介護を必要としている高齢者（65歳以上）また
は障がい児・者のいる世帯

２．支給品目　�ウェットタオル・防水シーツ・ひざ保湿カバー・コロナ対策セット（マスク１箱、消
毒液）　のいずれか

１．対　　象　�令和２年11月１日を基準日として、児童と保護者の住民登録が羽生市内にあり、市
内在住で次の（１）または（２）に該当する世帯

　　　　　　　（１）市県民税非課税世帯（０歳から３歳未満の児童がいる世帯）
　　　　　　　　　  世帯全員が令和２年度市・県民税が非課税であること　
　　　　　　　（２）多子世帯
　　　　　　　　　    申請しようとする世帯に児童が３人以上おり、第３子以降の児童が０歳から３

歳未満の世帯。ただし、その児童が双子の場合は、児童の対象年齢が０歳から
３歳未満であれば２人とも対象となります。

２．支給品目　対象児童１人につき２袋�
　　　　　　　（申請時に種類・サイズ等選択可能。おむつは２袋とも、同種類・同サイズとなります。）
　　　　　　　申請後の種類・サイズ等の変更は一切できません。
３．添付書類　（１）市県民税非課税世帯
　　　　　　　　　  → 世帯全員の住民票、非課税証明書（税務課にて手続き。証明書は税務課の窓

口にも設置しております。）
　　　　　　　（２）多子世帯
　　　　　　　　　  →世帯全員の住民票のみ

【申請について】
申請期間　令和２年11月２日（月）から12月４日（金）まで
　　　　　（受付時間は土・日・祝を除く午前９時から午後５時まで）
申請方法　�社協窓口に設置、もしくはホームページに掲載されている各事業の申請書をご

提出ください。手続きに印鑑が必要となりますのでご持参ください。
※ 申請は、ご本人様以外にもご家族の方、ケアマネージャー等の代理提出が可能です。
　郵送での申請可。

歳末たすけあい運動
～支給には申請書の提出が必要です～
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