
羽　生　市　社　協　だ　よ　り　　第103号

　新型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、今年は自宅でできるボランティアに　新型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、今年は自宅でできるボランティアに
加え、屋外でのボランティア等、例年のプログラムとは異なる内容で開催いたしました。NTTdocomoイオ加え、屋外でのボランティア等、例年のプログラムとは異なる内容で開催いたしました。NTTdocomoイオ
ンモール羽生店の皆様のご協力により、学生さんが得意分野を活ンモール羽生店の皆様のご協力により、学生さんが得意分野を活
かしアシスタントボランティアとして参加したシニアのためのスかしアシスタントボランティアとして参加したシニアのためのス
マートフォン講座、オリンピックイヤーにちなんだパラリンピッマートフォン講座、オリンピックイヤーにちなんだパラリンピッ
ク競技種目のボッチャ体験や台風通過後の利根川河川敷のゴミ拾ク競技種目のボッチャ体験や台風通過後の利根川河川敷のゴミ拾
い等、新しい取り組みにも多数のご参加をいただきました。詳しい等、新しい取り組みにも多数のご参加をいただきました。詳し
くは、２・３・４ページをご覧ください。くは、２・３・４ページをご覧ください。

本誌の主な内容
Ｐ２- ４　ボランティア体験プログラム2021
Ｐ５　日本赤十字社活動資金報告
Ｐ６　歳末たすけあい運動事業
Ｐ７　歳末介護用品支給申請書
Ｐ８ 敬老の記念品贈呈
Ｐ９ はにゅうささえ愛隊通信
Ｐ10 福祉教育奨励事業（西中学校）
Ｐ11 藍愛はにゅうコン・寄付のご報告
Ｐ12 赤い羽根共同募金運動

羽生市
第103号
令和３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。

1

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

E-mail
U R L

ご利用
ください

彩の国彩の国
ボランティアボランティア
体験プログラム体験プログラム
20212021

上段：スマートフォン講座のアシスタント　下段：利根川河川敷のゴミ拾い上段：スマートフォン講座のアシスタント　下段：利根川河川敷のゴミ拾い
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彩の国 ボランティア体験 プログラム2021を実施しました彩の国 ボランティア体験 プログラム2021を実施しました

● みんなで協力してゴミ
を拾って、河川敷も心
もきれいになりました。

● なかなか普段
の生活で「は
んだごて」を
体験すること
がないので、
とても貴重な
体験でした。

利根川河川敷のゴミ拾い利根川河川敷のゴミ拾い

● なかなか普段

体験すること

体験でした。

学ぼう災害学ぼう災害
　　備える防災　　備える防災

● 災害時に役立つ知識を得ることができて良い
機会となった。災害にあったときは学んだこ
とを活用したい。

窪
くぼでら

寺さんからひと言・・・
　参加するだけではなく、知ることも
ボランティアの一環だと考えます。こ
のページから様々なボランティア活動
を知っていただけると幸いです。

婚活パーティ婚活パーティ
看板づくり看板づくり

羽生羽生
おもちゃのおもちゃの
病院病院
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彩の国 ボランティア体験 プログラム2021を実施しました彩の国 ボランティア体験 プログラム2021を実施しました

彩の国ボランティア体験
プログラムとは?

　子どもから大人まで誰もが気軽にボランテ
ィア活動をはじめるきっかけづくりとなるよ
う実施されるプログラムです。
　羽生市社協では、23のメニューを企画し、
18メニューを実施、369名の参加をいただ
きました。ご協力いただいた皆様、ありがと
うございました。

　第103号の表紙およびボランティア特集のペ
ージは、体験プログラムメニュー【社協だより
を作成しよう】に申し込みをいただいた市内在
住の高校３年生、窪寺さんが会場での写真撮
影、編集から校正まで携わりました。窪寺さ
ん、ありがとうございました♪

● 畑作業の大変さがわかりました。思ったより
暑かったけど貴重な体験ができました。

● 私が最も印象に残っているのは、「災害時の備え」につ
いてです。私の家では柴犬を飼っているのですが、ゲ
ージに入れる躾やペットの受入OKの避難場所の確認
などは不十分だったので、家族で災害時のためにしっ
かりと計画を立てておこうと思いました。

キヤッセ羽生でキヤッセ羽生で
畑作業畑作業

● 障がいを抱えた方と健常者の方とが楽しく関わるこ
とができる、とても良いスポーツだと感じました。

パラリンピック競技種目パラリンピック競技種目
のボッチャ体験のボッチャ体験

保護犬・保護猫の活動に保護犬・保護猫の活動に
ついて知ろうついて知ろう

フードドライブの仕分けフードドライブの仕分け
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　自宅でできるボランティアにも、素敵な季節の装飾や思考を凝らした作品、バースデーカード、雑巾や台ふき

ん等がたくさん届きました。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皆様や市内福祉施設

等へお届けいたしました。受け取られた皆様、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。

※紙面スペースの都合上、掲載できなかった作品もございます。ご了承ください。

● 小学校の家庭科の授業で習った
雑巾作りをこのボランティアで
活かせてよかったです。

● 一生懸命縫ったので子どもたちに喜んで
もらえたら嬉しいです。楽しみながらボ
タン付けを学んでほしいです。また、ボ
ランティア活動に参加したいです。

● 今回、３回目のボランティア参加となりましたが、やは
りボランティアをすることは自分だけでなく他の人のた
めにもなると新たに知って良い機会だったと思います。

　　　自宅でできるボランティア　　　自宅でできるボランティア

● 一生懸命縫ったので子どもたちに喜んで
もらえたら嬉しいです。楽しみながらボ
タン付けを学んでほしいです。また、ボ
ランティア活動に参加したいです。

● 初めてこのようなボランティア
に参加しました。人のために何
か作るのはとても大変でしたが
楽しくつくることができました。

折り紙やフェルトの折り紙やフェルトの
おもちゃづくりおもちゃづくり

雑巾・雑巾・
台ふきん台ふきん
作成作成

● 利用者さんが喜んでくれる
顔を思い浮かべながら心を
込めてつくることができて
楽しかったです。

● 私はリースを作るときに、
クリスマスの雰囲気が感じ
られるフェルトやビーズ
を選びながら貼るのが楽し
かったです。そして、ポイ
ンセチアでは葉っぱを少し
折ったり、キラキラの飾り
を付けたりして工夫しまし
た。福祉施設の方々とは会
えないけれど、私の作った
飾りを見て楽しんでもらえ
たら嬉しいです。

● コロナ禍でどこにも出かける機会が少なくなった施設の
方々に、私の作った飾りを見て、少しでも元気になって
もらえたらいいなと思いながら作成しました。

壁面用季節の飾りや塗り絵、壁面用季節の飾りや塗り絵、
バースデーカードの作成バースデーカードの作成

〈
受
付
順
〉

有料広告 
ワクチン終えたら、楽しく元気アップしませんか！
理学療法士指導の充実した３時間のトレーニング

送迎
無料

デイサービス未来元町
☎ 048-598-6016

羽生市南8-3-17
営業日：月～金、
午前・午後各3時間

コロナ3密対策対応

フィットネス型
デイサービス未来元町

mirai3@e-kagu.jp

無料体験受付中！
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【羽　生　支　部】
（有）田沼鉄工
（有）善三商運
新彰被服（株）
（医）渡辺小児科内科医院
清水勝四郎
渡辺医院
桑子安司
（株）エーダイニット
いりや商事㈲
（株）斉徳商店
（有）入山商店
（株）和田百貨店
中村産業（株）
一進堂書店
松本薬局
飯田社会保険労務士事務所
（株）中込エンジニアリング
（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（株）
田辺（株）
（有）吉田新聞店
（有）新井モータース
（株）行田力松商店
（有）中村新聞販売
よしみや
（有）斉藤三光堂
金子農機（株）

（有）田次工務店　
（株）金子造園
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】
（有）山崎左官工業所
千手院　橋本善勝
埼玉ブロック工業（株）
（社福）とねの会こども園
【井　泉　支　部】
協和ボイラ工業（株）
（有）石川葬儀社
野本歯科医院
（医）社団  日新会  新井整形外科
（株）長沢組
ニッコーシ（株）
伸興化成（株）
（有）藤井工業
【手　子　林　支　部】
（有）根岸自動車
小暮ゴム（株）
帝国絲業（株）
（有）増田農機
学校法人  金久保学園  かなくぼこども園  キラリ
（株）ママダ工業
小島染織工業（株）
古沢幾久治
（有）埼北モータース

（医）萩原医院
（株）メディカルサポート
【新　郷　支　部】
（社福）宏和会  シティ・オブ・ホープ
漆原俊彦
（医）仁寿会  山田クリニック
（有）関根材木店
（株）渡辺工務店
ヤリタ歯科医院
宗教法人　祥雲寺
東邦工機（株）
（医）至信会  池沢神経科病院
東武鉄筋（株）
【須　影　支　部】
（社福）さきたま会  特別養護老人ホーム  薫藤園
（有）早川電気商会
野川染織工業（株）
和田鉄工（株）
川野辺自動車販売（株）
岡村　弘
（社福）共愛会
（有）藤倉商店
（有）キング商会
【岩　瀬　支　部】
東日本積水工業（株）
埼玉医療生活協同組合  羽生総合病院
（有）松惣本店
（株）羽川工業
富士高フーヅ工業（株）

儘田義光
（社福）三愛福祉会  きむら認定こども園
（医）神山クリニック
（株）リガード　
戸ヶ崎清二
（社福）翼会  身体障害者療護施設  希望の里
小島久佳
石森　実
石坂明彦
小林史準
川辺和洋
浜野一郎
【三　田　ヶ　谷　支　部】
（株）尾田リビング
石合建設工業（株）
シアター江森　江森章雄
（株）トレンディー
東日本レイク（株）
（有）ミロク自動車
【村　君 支　部】
（有）早川製作所  
日清ヨーク（株）  関東新工場
（社福）宏和会  清輝苑
ＮＰＯ法人空と雲の家福祉会

他　匿名８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　2,963,450円　　特別活動資金　1,120,000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。

　　　ご家庭で不要になった食べ物をご提供ください！

▽ご提供いただきたい食料
　・お米
　・缶詰
　・レトルト食品
　・カップめん
　・乾麺
　・粉ミルクなど
　※すべて賞味期限内のものをお願いします。

　市社協では、ご家庭で不要になった食料を、生活に困窮する方たちのために無償提供しています。
皆様の善意で、多くの方が救われます。ぜひ、ご協力ください。

▽日時・場所
　①令和３年10月30日㈯
　　午前10時～午後３時　中央公民館
　②令和３年11月27日㈯
　　午前10時～午後３時　村君公民館
　③令和４年１月22日㈯
　　午前10時～午後３時　岩瀬公民館

▽ご提供いただきたい食料

急募!!
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　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、下記のとおり、２つの事業を実施いたしま
すのでご利用下さい。

①歳末介護用品支給事業

②歳末移動販売事業
　市社会福祉協議会では、買い物にお困りの地域の要望にお応えし、総菜やお弁当、生鮮食品な
どの移動販売を実施します。ぜひご利用ください。
　なお、同事業の財源には、市民の皆様からご協力いただいた歳末たすけあい募金の助成金を活
用しています。
○実施期間　11月15日㈪から12月10日㈮までの約４週間
　　　　　　※土日祝日を除く
○実施場所　公民館や集会所等の敷地内
○販 売 物　総菜やお弁当、青果、肉、魚など

※ 具体的な巡回スケジュール等は社会福祉協議会ホームページや、
　各地区の回覧板にてお知らせします。

１．対　　象　 令和３年11月１日を基準日として、市内在住で在宅にて常時介護を必要として
いる高齢者（65歳以上で要介護１以上の方）または障がい児・者のいる世帯。（と
もに入所中や入院中は除く）

２．支給品目
品　　目 詳　　　細

①ウェットタオル（清拭用） 身体を清潔にするために使用するタオル（60枚入）
２パック支給（60枚×２）

②パイル防水シーツ タテ145㎝ ×ヨコ90㎝ の部分的な防水シーツ
１枚入。クリーム色。

③極上締め付けません（靴下）
乾燥機対応。ネームが書け、つま先がゴロつかない靴下。
婦人用：ベージュ色20～24㎝ 
紳士用：グレー色24～28㎝ いづれか２足分支給

④ポケット付お薬カレンダー １日４回×１週間分のお薬を管理するカレンダー。飲み忘れ
や飲み間違い防止に。サイズ：57.5×37㎝ 　背面リーフ柄

　※ 支給には申請書の提出が必要です。支給をご希望の場合、本紙7ページの「歳末介護用品支給申請書」
を切り取り、必要事項をご記入の上、郵送やFAX、来庁にて提出をお願いします。

歳末たすけあい運動の歳末たすけあい運動の
お知らせお知らせ

⎩
⎨
⎧
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キ
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歳末介護用品支給申請書 
令和  年  月  日  

社会福祉法人 羽生市社会福祉協議会会長 宛て 

住  所  羽生市

申請者 氏 名

電話番号 （ ）

対象者との関係性

※申請期限：１１月１日(月)～１２月３日(金)まで

介護用品の支給を受けたいので、次のとおり申請します。※令和３年 11 月 1 日現在 

対象者の

ご家族 
氏 名 続 柄 連絡先 （ ） 

【対象者の介護状況】 

介護度または障がい

の程度(いづれかに〇) 

療育（A・B・C） 身体（１・２・３・４・５・６）級 

要介護（１・２・３・４・５） 

現在の介護の状況 

【希望品目】 いづれか 1 つを選択し、左の空欄に○を付してください。 

○ 品  目 詳  細 

ウェットタオル(清拭用) 身体を清潔にするために使用するタオル（60 枚入） 
２パック支給（60 枚×2） 

パイル防水シーツ タテ 145cm×ヨコ 90cm の部分的な防水シーツ
１枚入。クリーム色。

極上締め付けません（靴下） 
(下記いづれか〇) 

乾燥機対応。ネームが書け、つま先がゴロつかない靴下。 
婦人用：ベージュ色/紳士用：グレー色のうち、いづれか２足
分支給 婦人用 紳士用 

ポケット付お薬カレンダー 
１日４回×１週間分のお薬を管理するカレンダー。飲み忘れ
や飲み間違い防止に。 サイズ：57.5×37cm 背面リーフ柄 

【配送日】 ご都合の悪い日を全て選択し、右の空欄に×を付してください。 

12/20(月) 12/21(火) 12/22(水) 12/23(木) 

※×を付していない日に配送いたします。配送件数により、ご希望に添えない場合がございます。また、

ご不在の場合は、玄関先やポストに置かせていただくことがあります。あらかじめご了承下さい。

事務局処理欄 確認日 令和 年 月 日 確認 ○印  

＊ご記入いただいた個人情報は、歳末介護用品支給事業以外の目的には使用いたしません。

対象者 

在宅されている 

住  所 
羽生市 

氏  名 電話番号 （ ） 

生年月日 T・S・H  年  月  日生 年 齢 歳 
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敬老のの記念品記念品をを

お届けお届けしましたしました

　令和３年度の敬老会は、式典および75歳以上の方への記念品を中止しました。
　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。

99歳以上の方へ記念品を
お届けしました。

金婚のご夫婦へ慶祝状を
お届けしました。

ダイヤモンド婚のご夫婦へ
慶祝状をお届けしました。

敬老敬老敬老敬老

令和３年度　実績
　金婚（結婚50周年） 88組
　ダイヤモンド婚（結婚60周年） 26組
　プラチナ婚（結婚65周年） 4組
　米寿（88歳） 266名
　99歳以上 58名
　敬老模範家庭 １家族
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「業務用封筒」への有料広告を募集します
羽生市社会福祉協議会では、新たな財源確保と地域産業の振興に資するため、業務で使用する封筒への有料広告を募集します。

１. 封筒の種類・広告掲載箇所
  　 角型２号封筒（33.2㎝×24.0㎝）の
裏面に4枠

２. 封筒の用途
　  主に文書の送付等に使用します。
３. 広告の大きさ・料金
　   1枠（縦11.5㎝×横10.5㎝）につき
15,000円

４. 広告主の範囲
　  市内の事業所・団体
５. 広告のデザイン
　  1色で、デザインが複雑でないもの
　  白抜きの使用は最小限とすること
６. 封筒の印刷予定枚数
　  10,000枚（当会の約1年間の使用枚数）

７. 封筒の使用期間
　   令和４年１月頃から在庫がなくなるま
で

８. 申込期限
　  令和３年11月19日㈮まで
９. 申込方法
　   別添の申込書をご記入のうえ、掲載原
稿を添えて、社会福祉協議会まで提出
してください。

10. その他
　   広告の内容に関する一切の責任は、広
告主が負うものといたします。

　   広告原稿の作成経費は、広告主の負担
でお願いします。

■お問い合わせ先・申請先
　羽生市社会福祉協議会
　℡   048－561－1121（内線541）

※ 広告の割り付け等については、
社協が行います。

１区画
15,000円
縦11.5㎝
×

横10.5㎝

　広告掲載ができる方　
⑴ 市内の事業所及び団体
⑵  市外の法人で営利を目的としないもの
⑶ 市外の法人で公共性の高いもの
⑷  その他、社協会長が適当と認めるもの

広告掲載料及び
広告の大きさ

　社協では、日常生活上の「ちょっとしたお困りごと」を「は
にゅうささえ愛隊」がお手伝いしています。コロナを恐れ、
外出を控えて閉じこもりがちになっていませんか？今まで来
てくれたお子さんたちも最近は来なくなったり…「ちょっと
した困りごと」誰かに頼みたいけど、どうしたらいいの？そ
んなお悩みを抱えている方からのささえ愛隊の依頼も近年増
えています。
　令和３年度８月末日現在の実績の集計は右記のとおりで
す。買い物代行が圧倒的に多く、次いで、ゴミ出し、部屋の
掃除、洗濯・布団干しです。その他としては、草取り・草刈り、
庭の手入れなどです。また、障子貼りや犬の散歩など、今年
初めて受けた依頼もあります。
　そんな、「ちょっとしたお困りごと」に、日々、縁の下の縁の下の
力持ち力持ちとして協力会員は頑張っていますが、まだまだ人手
が足りません。

はにゅう ささえ愛隊 通信

私にもできる「ちょっとしたお困りごと」に協力してください‼

買い物代行
153件

ゴミ出し
68件

その他
213件

洗濯・
布団干し
47件

部屋の
掃除
49件

買い物代行
153件

ゴミ出し
68件

その他
213件

洗濯・
布団干し
47件

部屋の
掃除
49件

利用内容件数

協力会員協力会員協力会員
大募集大募集!!!!

お問合せ
お待ちして
います。

（令和3年4月～8月）
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福祉教育奨励事業活動報告
羽生市立西中学校

宝月　温美　教諭

　羽生市立西中学校では、ボランティア委員会を中
心に、毎年、ペットボトルキャップ集めを行ってい
ます。集めたキャップはリサイクルされ、得た収益
でワクチンに変えています。より多くのワクチンを
発展途上国の子どもたちに届けることを目標に活動
しています。
　緑の羽根、赤い羽根募金も校内で行い、環境保全
や助け合いの精神を育む活動に取り組んでいます。

☆年間目標☆
　誰かのために積極的に行動をおこす西中生
　　～「思いやり」は誰にでも見える～

　２年生の総合的な学習の時間、「福祉」体験
講座において、高齢者疑似体験を行いました。
　生徒たちに体験後の感想を聞くと、「階段な
ど、段差があるのが大変だった。」「つえがあっ
たので、歩くのに助かった。」などの声があり
ました。
　「高齢者の方々に必要な福祉とは何か。」を考
えるきっかけができました。

【総合的な学習の時間：高齢者疑似体験】【総合的な学習の時間：高齢者疑似体験】

【ペットボトルキャップ集め・募金活動】【ペットボトルキャップ集め・募金活動】

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

定休日  土曜・日曜・祝日

有料広告

〈
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
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◎フードバンクに対しての寄付◎フードバンクに対しての寄付
カップ麺24個

米40㎏
○㈱かねか苑葬祭　代表取締役　齋藤　渉
○匿名　１名

11

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

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）

◎児童に関する支援への寄付◎児童に関する支援への寄付
カップ麺24個

5,000円
○㈱かねか苑葬祭　代表取締役　齋藤　渉
○匿名　１名

◎物品の寄付◎物品の寄付
カップ麺36個
紙オムツ90枚
枝豆50㎏

鍋敷き310個
ゴム手袋110枚

ソーイングセット45個
リハビリパンツ２袋・尿取りパット８袋・紙オムツ３袋

米20㎏・もち米３㎏
紙オムツ１袋

本３冊・尿取りパット９袋・メンソレータムクリーム３個
チキンナゲット200個、米４袋、バスタオル８枚

米２袋、介護用シューズ２足・リハビリパンツ２袋
ズボン100着、手作りブローチ184個

○㈱かねか苑葬祭　代表取締役　齋藤　渉
○㈲藤井工業　代表取締役　篠﨑　慶子
○富岡　丈治
○関野　節子
○山口　照子
○岩浅　尚子
○青木　弘美
○有井　よし子
○匿名　９名

◎一般寄付◎一般寄付
○㈱かねか苑葬祭　代表取締役　齋藤　渉
○伊澤　一郎
○昭和33年卒業　新郷中学校同窓会　島田
○コロナをＫＯ！！入江かえるモネ
○匿名　３名

◎ 生活困窮者支援に対しての寄付◎ 生活困窮者支援に対しての寄付
10,000円
30,000円
300,000円 
米１袋

○㈱かねか苑葬祭　代表取締役　齋藤　渉
○㈲藤井工業　代表取締役　篠﨑　慶子
○小久保　昭三
○匿名　１名

10,000円 
10,000円 
8,230円 
11,824円 
6,213円
178,812円
20,000円

ご寄付いただいた皆様 　　令和３年７月１日～令和３年９月30日

藍愛はにゅうコン♥

IN ワークヒルズ羽
生
★登録者限定

～恋の予感はすぐそこに～

12月18日（土）
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26日（金）迄に、参加費を添えてお申し込みください
※登録者限定パーティのため、参加には事前登録が必要です

内　容内　容
カップリングパーティ・
クラフトでリース製作・
自己PR・フリータイム等

定　員定　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 500円

（飲料の提供あり）

☆お申し込み・お問い合わせ☆☆お申し込み・お問い合わせ☆
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

　※お申し込みの際に、登録手続きを行うこともできます

Special priceSpecial price
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＊この「社協だより」は、共同募金配分金や社協会費を使用して発行されています。 この社協だよりは再生紙を使用しています

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。
みなさんのあたたかいご支援をお願いいたします。

募金の種類と方法募金の種類と方法

街頭募金街頭募金
駅前等で広く募金を呼びかける
ものです。
　　　　＊46,084円

戸別募金戸別募金
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。

　　　　　　＊5,121,367円

学校募金学校募金
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。　
　　　　　　＊128,741円

個人・法人募金個人・法人募金

職域募金職域募金
団体・銀行・福祉施設職員・市職員の方
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。
　　　　　　　＊1,053,059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

4,465,000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 2,000,000円
ＮＰＯ法人　羽生の杜 冷凍用軽トラック購入 500,000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 1,000,000円

令和２年度赤い羽根共同募金（令和３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､ 市内法人や事業所の方々の
ご協力をお願いしているものです。
法人の寄付は法人税法により「全額
損金」とすることができます。
　 　　　　＊498,847円

羽生市ファミリー・サポート・センター全体交流会羽生市ファミリー・サポート・センター全体交流会
今年もやります！ふぁみさぽ会員でも、会員でなくても参加OK♪
日　時：令和３年10月28日㈭　午前10時～11時30分
会　場：羽生市民プラザ２階　206研修室
内　容：①救急講習会（AED使用法、小児救急法）
　　　　②手のツボ押し講座
参加費：無料
予　約：要（先着15組）
その他：別室にて無料託児あり（先着６名） 参加申込・お問い合わせは市社協まで♪


