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支え合いの心を育み、誰もが地域でつながるまち

インタビュー
角 政美さん

募金がはじまりまし
同
共
根
羽
た
赤い

朝霞市社協マスコット

Webからも赤い羽根共同募金へ寄付できます！！
地域福祉活動に役立てられます。みなさまのご協力をお願いします。

お も な 内 容
●基本方針 ほか……………………………… ２
●地域のキラリ人！
！…………………………… ３
●福祉の情報お届けします……………… ４〜９
社協会員募集
自動販売機で地域貢献
教育支援資金のご案内
就労移行支援事業利用者募集
放課後児童クラブ職員募集
第３期地域福祉活動計画 進捗レポート ほか

詳細は12〜13ページ

●令和元年度事業・決算報告……… １０〜１１
●赤い羽根共同募金が
始まりました……… １２〜１３
社協に寄せられたみなさまの善意 ほか
●日本赤十字社 会員募集報告 …………… １４
不要入れ歯等回収事業実績報告
●ボランティアセンターへGO！
！………… １５
●「朝霞社協公式チャンネル」情報発信中！
！
……………………………… １６

広報紙「社協あさか」は、みなさまからの会員会費と共同募金の配分金により発行しています。
広報紙「社協あさか」の音声CD（デイジー形式）を図書館本館と北朝霞分館で貸し出しています。
社会福祉
法
人

朝霞市社会福祉協議会

TEL：048（486）2479

〒351-8560

FAX：048（486）2480

埼玉県朝霞市大字浜崎51番地の1

URL：http://www.asaka-shakyo.or.jp
公式ホームページ

公式 t w i t t e r

令和2年度

朝 霞市 社会 福祉 協議 会基 本方 針

近年、我が国は、社会情勢の変動に伴い、地域での身近な交流や支え合いの基盤が弱まりつつあります。この
ような中、国は、従来の公的制度では支援できない複雑化・重層化する課題に対応するため、住民相互の支え合
い・助け合いにより解決する仕組みである「我が事・丸ごと地域共生社会」の実現に向けた取り組みを進めてい
ます。この取り組みは、社会福祉協議会の目的である地域住民とともに住みよいまちづくりを進めていくことと
一致しています。そこで、社会福祉協議会に対しましては、「福祉のまちづくり」で培った様々な経験を生かし
ながら、地域の社会資源をつなぎ、住民参加型の取り組みを充実させ、地域福祉の推進において中心的な役割を
果たすことが求められております。
令和２年度は、
「第３期朝霞市地域福祉活動計画」及び「朝霞市社会福祉協議会発展・強化計画」が最終年度
を迎えることから、併行して次期計画の策定を行うこととなります。
これまで、様々な方々と共に手を携えて活動してきたことを地域住民や福祉関係者の方々と振り返り、これま
での取り組みの成果を踏まえつつ、地域課題や住民ニーズを次期計画にどのように繋いでいくのかということを
十分に検討し、地域福祉団体としての役割を果たすことができるよう努めてまいります。
また、朝霞市の指定管理事業や業務委託では、昨今の様々な災害にも対応できるよう、朝霞市との連携を図り
ながら危機管理体制を整え、市民のみなさまに安全にご利用いただける運営を行うとともに、利用される方々の
ニーズを受け止め、社会福祉協議会の活動の主旨と連動させながら、更なる地域福祉の充実を図ってまいります。

令和２年度
一般介護予防事業
15,159
（0.9%）
手話通訳者等派遣事業
18,306
（1.1%）

会費収入・寄附金収入 8,550
（0.5%）

手話通訳者等派遣事業
18,306
（1.1%）

共同募金配分金収入 7,180
（0.4%）
県・市
補助金収入
112,810
（6.6%）

総合福祉センター
管理事業
125,463
（7.3%）

収 入・支 出 予 算

事業収入 1,358
（0.1%）
その他 63,673
（3.7%）
老人福祉センター事業
47,231
（2.8%）

総合福祉センター
管理事業
125,463
（7.3%）

一般介護予防事業
15,159
（0.9%）

収入合計
1,714,515

児童館事業
288,023
（16.8%）

はあとぴあ
福祉作業所事業
286,959
（16.7%）

法人運営事業
175,673
（10.2%）

放課後児童
クラブ事業
481,722
（28.2%）

障害者ふれあい
センター事業
197,657
（11.5%）

■ 新 理 事・評 議 員 の 紹 介
【理

はあとぴあ
障害者相談支援
センター事業
36,263
（2.1%）

地域福祉・
ボランティアセンター等事業
17,559
（1.0%）
老人福祉センター事業
47,231
（2.8%）

障害者就労支援
センター事業
24,161
（1.4%）
放課後児童
クラブ事業
481,722
（28.1%）

（単位：千円）

支出合計
1,714,515

児童館事業
288,023
（16.8%）

障害者就労支援
センター事業
24,161
（1.4%）

はあとぴあ
福祉作業所事業
287,169
（16.7%）

障害者ふれあい
センター事業
197,786
（11.5%）

新たな理事及び評議員が次のとおり選任されました。

はあとぴあ
障害者相談支援
センター事業
36,263
（2.1%）

社 協 事 業
指定管理事業
委 託 事 業

（敬称略・順不同）

事】 □任期：令和2年3月30日から令和3年6月の定時評議員会終結の時まで
土佐 隆子（民生委員・児童委員）
相河 孝充（ボランティア団体）
□任期：令和2年9月3日から令和3年6月の定時評議員会終結の時まで
山内善四郎（自治会連合会）

【評議員】 □任期：令和2年6月5日から令和3年6月の定時評議員会終結の時まで
小寺 崇夫（民生委員・児童委員）
藤原 絹代（ボランティア団体）
□任期：令和2年6月16日から令和3年6月の定時評議員会終結の時まで
金子 二郎（教育委員会）
□任期：令和2年9月9日から令和3年6月の定時評議員会終結の時まで
髙橋 岳生（自治会連合会）
冨岡 幸雄（農業協同組合）
退任された理事・評議員の方々には、永年にわたり朝霞市の地域福祉の発展にご尽力を賜り、誠にありがとうございました。
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ま さ

み

角 政美さん

インタビューを受けた方に次の方をご紹介いただく
リレー形式のコーナーです。

Ｑ.1

Ｑ.5

前号掲載の田島さんとのご関係は？？
朝霞市地域防災アドバイザーとして、一緒に活動
しています。

朝霞市内で行いたいことは？？
災害ボランティア組織を作って、がれき撤去等通
常の復旧活動の他、台風や地震による屋根被害に対
応したブルーシート掛けや出来れば倒木等の処理も
出来るボランティアを育てたいです。昨年の台風
15号で甚大な被害を受けた千葉県では、家屋の屋根
（瓦）の修理が追いついておらず、雨漏りで困って
いる家が多数あり、現在もブルーシートでの生活が
続いています。千葉県では、NPO組織がボランティ
アや消防、自衛隊に対し定期的に「安全を考慮した
ブルーシート掛け、瓦の補修作業」の指導をされて
います。
朝霞市内も瓦屋根の家屋は多くあります。いざと
いうときに動けるボランティアを育てたいですね。

Ｑ.2

どのような活動をされていますか？？
災害ボランティアとして、台風や水害、地震等の
被災地で復旧、復興活動をしています。現在は、新
型コロナウイルスの影響で、受け入れ側の制限も
あり、被災地に行くことが難しいこともあります。
近隣で災害のあった場合は、感染「しない」・「させ
ない」に注意を払いながら活動して行きたいと考え
ます。

Ｑ.3

ボランティア活動のきっかけは？？
2011年の東日本大震災が活動のきっかけです。７
歳当時に青森県八戸市で、チリ地震津波（1960年）
を経験しました。日本では揺れは有りませんでした
が、八戸や三陸海岸では大きな津波被害を受けまし
た。それから何度も地震、津波を経験していて、地
震＝津波は常に頭の中にあります。
2010年の夏に、家族で南三陸を旅行しました。震
災後、訪れましたが宿泊した宿も街も跡形も無くな
ってました。主に福島県浜通りの福島第二原発事故
避難区域で、現在も継続して活動しています。活動
を通して、ボランティアやNPO組織とのネットワー
クが出来ました。

Ｑ.6

地域の方々に伝えたいことは？？
災害は他人事ではありません。日頃から防災対策
をしていただきたいですね。水害は、海、川だけで
はありません。台風によって屋根が破損すれば雨漏
りにより生活できなくなります。家はあるのに生活
できないのは、全壊と同じです。

ボランティアの多様化
「出来る人が、出来る時に、出来る事をする」と
いうことがボランティアの共通認識です。つまり、
資金（寄付・募金）、力（現地復興活動）、傾聴（寄り
添う）での援助など、いろいろなボランティアの形
があり、求められるものも多様化しています。しか
し、人材がいなければ成立しません。なにかあれば
助け合える地域、人材育成が大切だと感じています。

地域の方の笑顔が力の源
Ｑ.4

ボランティアで感じることとは？？
ボランティアは自己完結ということです。交通費
や宿代や食事なども自己負担です。被災者、被災地
域に迷惑をかけてはいけません。自身が活動したい
と自発的に行動を起こすので、遠方でも移動はそれ
ほど苦になりません。被災された方が、作業後に笑
顔で感謝の気持ちを伝えてくれた時には、「来てよ
かった」と思いますし、「また来よう」という気持
ちになります。

角

政美 〜プロフィール〜

・昭和28年3月6日

青森県八戸市生まれ

・朝霞市溝沼在住
・朝霞市地域防災アドバイザー
・
「家具転倒防止ユニット」有志で制作・寄贈
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ボランティア活動の際は︑ボランティア保険に加入しましょう

か ど

！！

例年 7 月を強化月間として社協会員募集を行っていますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、町内会・
自治会や企業・団体、個人のみなさまへ会員募集を行う時期を延期させていただきました。
今年度は、10 月を中心に募集を行いますが、会員加入は年間を通じて受け付けています。

社協会員って何？

会費の使い道（例）

社協を支えてくださる善
意の資金面のサポーターで
す。社協の活動は、会員のみ
なさまからの寄付である会
員会費を主な財源として成
り立っています。

会員の種類
一般会員
年額
賛助会員
年額
特別会員
年額

500円以上
1,000円以上
5,000円以上

※2,000円を超える会費は
税制上の優遇措置（所得
控除・税額控除）の対象
になります。

自動販売機で地域貢献をしている企業のご紹介
JAあさか野 本店 様

【JAあさか野のご紹介】

平成31年2月から、売り上げの一部が

販売機を設置させていただいています。
・収益金額（平成31年3月〜令和2年2月）
…16,427円

※上記の金額に振込手数料は含みません。

険）、経済事業（購買・販売）、営農指
導事業などを行っています。
所在地：朝霞市大字溝沼466
HP：https://www.ja-asakano.or.jp

JAあさか野
本店１階
JAあさか野
朝霞支店

設置場所

ホール

売
経済配送
センター

本会の地域福祉活動に役立てられる自動

信用事業（銀行業務）、共済事業（保

地域福祉推進係

TEL：048
（486）2485
【直通】 FAX：048
（486）2418
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い

・

入口

営業時間：平日午前9時〜午後5時

本会は、自動販売機の設置場所を提供してくださる方や法人を募集しています。ゴミ回収や故障の対応など、管理業務は自
動販売機のメーカーが行いますので、協力者様に手間をおかけすることはありません。ご自宅の一角や、店舗・社内の空きス
ペースなどに設置を考えても良いという方や法人がおられましたら、ぜひ下記までご連絡ください。

お問い合わせ

ア

テ

活

い

・

協力方法

・

下記までお問い合わせください。

また、町内会・自治会を通じて協力くださる方は、
町内会・自治会役員の方にご確認をお願いします。

令和元年度

社協会員募集追加報告
令和2年3月31日現在（敬称略）

【特別会員】10,000 円 ・有限会社サイトウカーテン（追加分）

7,564,722 円

令和元年度実績額

多くの方にご協力いただき、ありがとうございました！

▲あさか手彩の会
（聴覚障害高齢者のためのサロン）

世代や障害の有無に関わらず参加し、交流しています。
・活動日時：月１回、午前 10 時〜正午
・活動場所：主に中央公民館・コミュニティセンター

※令和２年８月現在、新型コロナウイルス感染症の影響で、活動を縮小しています。

お問い合わせ

地域福祉推進係

アサカグリーン 様

T E L：048
（486）
2485
【直通】 FAX：048
（486）
2418

【アサカグリーンのご紹介】

平成30年10月から、自動販売機の

売り上げの一部を本会にご寄附いただ
・寄付金額（平成31年3月〜令和2年2月分）
…54,560円

※上記の金額に振込手数料は含みません。

は130ヤードの距離があるゴルフ
練習場です。

練習場
設置場所

階段

所在地：朝霞市溝沼3丁目2 -28
定休日：元日

受付

いています。

38の打席数があり、フェアウェイ

営業時間：午前8時30分〜午後10時

テイ・エス テック株式会社 様

平成30年3月から、売り上げの一部が本会の地域福祉

活動に役立てられる自動販売機を2台設置させていただ
いています。
・収益金額（平成31年3月〜令和2年2月分）…45,456円

ロビー
入口

【テイ・エス テック株式会社のご紹介】
主に四輪車用のシート・内装品、二輪車用シート・
樹脂部品等の製造販売を行っています。
所在地：朝霞市栄町3丁目7番27号
HP：http://www.tstech.co.jp

※上記の金額に振込手数料は含みません。
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最新の情報は︑本会ホームページ等で発信しています

社協（社会福祉協議会）は、社会福祉法に定められた地域福祉の推進を目的としている公共性の高い民間の団
体です。
近年、家族や地域のかたちが変化し、人間関係が希薄になる中、孤立化する人たちや、お互いが無関心な中で
発生する都市型犯罪などの問題が明らかになっています。こうした課題には、行政によるサービスの提供だけで
はなく、地域に暮らす人どうしの支え合いが大切です。
社協は「困ったときはお互いさま」の気持ちで支え合える仕組みをつくるために活動しています。

！！

〜教育支援資金のご案内〜

【生活福祉資金貸付制度】

教育支援資金は、低所得世帯の就学を支援する福祉の貸付制度です。学校教育法に定め
られた高等学校等への進学や通学に必要な経費を貸付け、卒業後、学生本人が返済すると
いうものです。
貸付の相談時から償還に至るまで、｢社会福祉協議会｣ と ｢民生委員｣ が支援に関わり
ます。
※貸付には審査があり、申請から決定･実際に実行されるまでに一定の期間がかかりま
すので、まずは、お電話またはFAXでお早めにご相談ください。
資金種類

資金使途

貸付限度額

就学するのに必要な経費

教育支援費

就学支度費

【例】授業料、施設設備費、
実験実習費、PTA会費、
通学定期代等
入学に際し必要な経費

学校種別による
例）高等学校：月額
35,000円以内

500,000円以内

【例】入学費、教科書代、
制服・体育着代等

据置期間

償還期間

連帯保証人
原則不要

（世帯状況により
卒業後
20年以内
必要になる場合
6月以内 （無利子）
あり。 ※連帯借
受人が必要）

福祉サービス利用援助事業

『あんしんサポートねっと』のご案内

｢福祉サービスを利用したいけれど手続きの方法が分からない」｢一人では不安と感じている」
こうした高齢者・障害のある方が安心して生活が送れるように、サービス利用や書類手続き等に
ついてお手伝いする事業です。
定期的に生活支援員が訪問し、生活上の困りごと、心配ごとについてご相談に応じます。詳し
くは下記までご連絡、ご相談ください。※この事業は利用料金が発生します。

ご利用いただける方

・判断することに不安のある高齢者や知的障害・精神障害のある方
・本事業の契約内容について理解でき、利用意志のある方

サービスの種類
基本サービス
選択サービス

サービス内容

福祉サービス利用援助

定期的に訪問し相談を受けます。

日常生活上の手続き援助

日常の暮らしに必要な事務手続きをお手伝いします。

日常的金銭管理

日常の暮らしに必要なお金の出し入れをお手伝いします。

書類等預かりサービス

大切な書類などをお預かりします。

※お知らせ※
社協あさかNo.179（令和2年4月1日発行）でお知らせしました『福祉サービス利用援助事業の生活支援

員養成研修』は、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況から、延期することとしました。新しい日程が
決まり次第、本会ホームページ等でお知らせします。
お問い合わせ

総合相談支援係

TEL：048
（486）2478
【直通】 FAX：048
（486）
2418
URL ：http://www.asaka-shakyo.or.jp
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▲メール

当センターは、障害のある方が働くことを一緒に考え、お手伝いする機関です。「仕事をしたい・探したい！で
も何からすればいいのかわからない…」「仕事をしても上手く思いが伝えられずに困っている」など、就労につい
て悩んでいる方、まずはご相談ください。見学や実習の同行なども行っています。
受付時間 午前9時〜午後5時

はあとぴあ
障害者就労支援センター

TEL：048
（486）
2575
【直通】
FAX：048
（486）2418

▲メール

はあとぴあ障害者就労支援センターは、朝霞市の指定管理者として、朝霞市社会福祉協議会が運営しています。

はあとぴあ障害者相談支援センター
福祉サービスの利用に関する相談、体調不良等の相談、不安を訴える人への対応、家族や友人関係に関する相
談、権利擁護に関する相談等、各種の相談に応じます。
「どんなサービスがあるの？」
「こどもの発育が気になるので相談できるところはない？」「日中活動できる場所
を知りたい」
「とりあえず、話を聞いてもらいたいんだけど…」といった内容にも対応しています。まず、お気軽
にお問い合わせください。
受付時間 午前９時〜午後５時

（土曜日、日曜日、祝日、年末年始

除く）

対 象 者 市内在住で心身の発達に心配のあるお子さんや、身体・

知的・精神・発達障害等のある方とそのご家族
※来所の際は事前にご予約をお願いします。

お問い合わせ

はあとぴあ
障害者相談支援センター

TEL：048
（486）
2400
【直通】
FAX：048
（486）2418

▲メール

はあとぴあ障害者相談支援センターは、朝霞市の指定管理者として、朝霞市社会福祉協議会が運営しています。

あさか福祉作業所

就労移行支援事業【利用者】を募集します

「就職活動ってどうしたらいいだろう？」
「就職に向けて訓練したい！」
「履歴書の書き方がわからない！」など、
悩んでいませんか？あさか福祉作業所では、障害のある方の『働きたい！』をサポートします。
相談・見学・利用等、ご希望の方は下記までお問い合わせください。
訓練時間 午前9時30分〜午後4時

対

利用期間 標準利用期間は2年間

訓練内容 ・就労訓練…
（土曜日、日曜日、祝日、
夏季休所、年末年始 除く）
ビジネスマナーや履歴書の書き方、
象 ・一般就労を目指し、就労支援（就労に必要な知識、
面接の練習、職場実習等
技術の習得、職場探し等）を必要とする方
・作業訓練…
・市内在住の18歳以上で主に知的障害のある方
受託作業（軽作業）
、清掃
・自主通所が可能な方
・生活訓練…
※上記事項をすべて満たす方が対象となります。
コミュニケーション能力の向上、
身だしなみ、筆記、計算

お問い合わせ

あさか福祉作業所 就労支援係

TEL：048
（456）
1400
【直通】 FAX：048
（456）
1401

あさか福祉作業所は、朝霞市の指定管理者として、朝霞市社会福祉協議会が運営しています。
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歳以上の方は︑老人福祉センター︵浜崎・溝沼︶をご利用できます︒

60

（土曜日、日曜日、祝日、年末年始 除く）
対 象 者 ・市内在住の障害のある方とその家族
・障害のある方を雇用しようと考えている事業者
・市内在住の障害のある方が勤務、利用している事業所、
教育機関、施設、医療機関など関係機関の方
お問い合わせ

朝霞市内在住の

働きたい を応援します！
！
〜 はあとぴあ障害者就労支援センター 〜

朝霞市放課後児童クラブ

職員募集

放課後児童クラブは、小学校の放課後や学校休業日に留守家庭となる児童の遊びや生活指導等をする施設です。
勤務場所 朝霞市内放課後児童クラブ（市内小学校内又は隣接）
職
種 ①指導員（正規職員）

選考方法 ①小論文・面接

②面接
採用時期 ①②随時
②指導員補助（臨時職員）
採用予定人数 ①②若干名
応募資格 ①保育士・教員免許等
※詳細は本会ホームページ
または下記までお問い合
②不問（保育士・教員免許等があればなお可）
給
料 ①本会給与規程による
わせください。
②時給1,020円（資格あり）/ 時給1,000円（資格なし）
お問い合わせ

①総務課

採用担当

②高齢者・児童福祉課

公式ホームページ

TEL：048(486)2479
採用担当

TEL：048(486)2487

朝霞市児童館の感染症対策について
朝霞市児童館は、緊急事態宣言解除後より再開
しました。みなさまに安全・安心にご利用いただ
くため、一人一人の距離を保ち、遊具の消毒や部
屋の換気など感染予防対策に取り組んでいます。
現在の対策については、本会HP、Twitter、
または各館にお問い合わせください。
今後もみなさまに来館してもらえるよう職員
一同、管理運営に努めてまいります。
みなさまのご理解、ご協力よろしくお願いいた
します。

お問い
合わせ

きたはら児童館 048（471）7140
ねぎしだい児童館 048（450）1815

飛沫防止フィルムの設置

手指消毒液の設置

遊具の消毒

館内の消毒

部屋の換気

ソーシャル・ディスタンスの確保

はまさき児童館 048（486）2477
ひざおり児童館 048（458）6969

みぞぬま児童館 048（450）0858
ほんちょう児童館 048（487）8582

児童館は、朝霞市の指定管理者として、朝霞市社会福祉協議会が運営しています。

＜延期・中止のお知らせ＞
彩の国ボランティア体験プログラム は、新型コロナウイルス感染症の予防対策として実施を

延期いたします。時期については未定となっておりますが、実施できる準備が整い次第、本会ホームページ等で
ご案内させていただきます。

住民参加型在宅福祉サービス あいはぁと事業 について、社協あさかNo.176（令和元年

7月1日発行）
・No.178（令和2年1月1日発行）で、地域のボランティアの協力で家事などのお手伝いを行う
「ふれあいサービス事業」と「ホームクリーニング事業」を統合し、令和2年7月から実施することをお知らせし
ていました。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年3月まで「ふれあいサービス事業」を
継続し、令和3年4月から「住民参加型在宅福祉サービス あいはぁと事業」を開始することとなりました。事業
の詳細については、また改めてご案内させていただきます。

はあとぴあふれあい祭り は、新型コロナウイルス感染症のさらなる
拡大を防止するため、中止することといたしました。お祭りの開催を楽しみに
されていた方々には誠に申し訳ございませんが、ご理解とご協力のほどお願い
いたします。

なお、掲載の無い事業においても、事業の延期・中止となる場合があります。
本会ホームページ等で、その都度お知らせします。
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公式ホームページ

公式 t w i t t e r

進捗レポート

基 本 理 念 は『 支 え合い の心 を育 み、
誰 もが 地域 でつ なが るまち』
本会では、平成28年度から 高めよう ご近所力！おもいやりにあふれたまち を目指し、市民のみなさまと
ともに第3期地域福祉活動計画を進めています。今回は子ども・子育て世代による地域懇談会をご紹介します。

地域懇談会って？
・自分たちの住んでいる地域が どんな人にも優しくて暮らしやすい 場所になるように、そこに
住んでいる人たちが、地域の困りごとや自分たちのできることについて話し合う場が地域懇談会
です。
・誰もが孤立することがないように、身近な地域で交流が深まり、支え合いがある福祉のまちづく
りを目指して開催しています。

三原・泉水地区の懇談会では…

新型コロナウイルス感染症による

☜ 緊急事態宣言発令前に開催しました。

これまでも地域の防災・防犯について話題になることが多かったことから、泉水放課後児童クラブ
（第五小学校内）を会場に親子参加型の懇談会を開催しました。
当日は参加者どうし膝を突き合わせながら、日ごろ防災・防犯で気を付けていることや地域の
安全・安心のことについて話したり、デコホイッスルづくりを楽しみました。

※なぜホイッスル？…

地震や火事で建物の中から逃げられなくなった
場合や、知らない人に連れ去られそうになった場合などに助けを呼ぶ方法
として、ホイッスルが注目されています。カバンやスマートフォンなどに
つけておけば、普段から持ち歩けるのも良いところです。

事件や事故に
巻き込まれ
ないか心配

【地域の課題】
全国的に都市化が進むに
つれて、子どもを狙う
犯罪の増加が心配

【必要なこと】
〇地域ぐるみでの見守り
〇顔が見える関係づくり
〇防犯活動の啓発
〇地 域 の 防 犯 に つ い て
考える

2回で合計28組の親子が参加。
非常食の試食も体験！

≪これからの懇談会≫
懇談会でみなさまから出された地域の困りごと・まち
の 課 題 を 解 決 す る た め の 活 動 に つ な げ て い き ま す。
難しく考えることなく、住みよい福祉のまちづくりの
活動にぜひご参加ください。

公式ホームページ

【こんな地域だと安心！】
地域での声かけ運動や
情報共有の仕組みが
でき、安全・安心な
地域づくりが進んでいる

本会ではこれからも、 高めよう ご近所力！
おもいやりにあふれたまち を目指し、身近な地
域での交流の場・機会の提供に取り組んでまい
ります。 第３期朝霞市地域福祉活動計画の詳
細については、本会ホームページにて閲覧でき
ますので、ぜひご覧ください。
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地域のつながり︑ご近所づきあいを今一度考えてみませんか？

第3 期地域福祉活動計画

令和元年度

事業・決算
報告
法人運営事業
１．理事会の開催
２．評議員会の開催
３．各種委員会等の開催
４．決算監査・中間監査の実施
５．社協発展・強化計画の推進
６．広報紙「社協あさか」の発行及び
ホームページ等情報ツールの管理
７．職員研修の実施

重点項目の取組み
１．社協発展・強化計画に基づく組織体制の基盤強化
⑴組織体制の強化
・第28期役員の選任
・専門家による財務会計に関する事務処理体制の強化
・事業評価制度の実施
・委員会機能の充実
⑵人材育成と専門性の向上
・職員の目標管理体制の実施
・職員研修の充実
⑶財政基盤の強化
・税額控除制度を活用した寄付金の増強
個人：90,217円（延べ13件）
、団体：589,957円（延べ30件）
、
るくるん募金箱：26,770円（3か所）
・社協会員の加入促進 【会員納入実績：7,564,722円】
一般会員：4,047世帯・賛助会員：365世帯・
特別会員：202世帯・500円未満：1,823世帯
・収益事業の調査・研究
２．第３期朝霞市地域福祉活動計画に基づく重点事業
【プロジェクト①】支え合い・助け合いの心づくりと仕組みづくり
【プロジェクト②】安全・安心に暮らせる環境づくり
【プロジェクト③】市民の暮らしや活動を支える体制づくり

【

【

】

】

地域福祉事業の推進
５．地域福祉活動団体との連携・活動支援
①市民活動団体交流会 参加者……………………………… 43人
６．地域福祉活動団体等への助成
①地域福祉活動（運営費）助成金………………………… 56団体
②地域福祉活動（事業費）助成金………………………… 17団体
③歳末援護金………………………………………………… 46団体
７．社協出前講座のメニューの充実及び周知・啓発
①実施回数……………………………………………………… 32回
８．余暇支援・交流事業（障害児・者）の実施
①知的障害者スポーツレクリエーション
参加者………………………………………………… 延べ144人
ボランティア…………………………………………… 延べ29人

１．小地域福祉活動の啓発
①啓発資料「はじめてみませんか ご近所でふくし」
啓発人数…………………………………………………… 494人
２．地域懇談会を通しての住民ニーズの把握
①地域懇談会（25回） 参加者 …………………… 延べ392人
３．第３期地域福祉活動計画の進行・管理
①推進・評価委員会の開催
②職員報告研修会 参加者………………………………… 139人
４．第４期地域福祉活動計画の策定
①朝霞市地域福祉計画推進委員会の開催
②地域懇談会（6回） 参加者 …………………… 延べ193人

相談援助事業の実施

令和元年度 朝霞市社会福祉協議会収支計算書総括表

１．福祉サービス利用援助事業（あんしんサポートねっと）の推進
（埼玉県社協委託事業）
①活動日数……………………………………………… 延べ176日
②相談件数……………………………………………… 延べ610件
③利用契約者…………………………………………………… 11人
２．生活支援員研修会の実施
①参加者………………………………………………………… 18人
３．総合相談支援体制
①相談件数……………………………………………………… 23件
４．福祉機器・車いす専用リフト車の貸出し
①車いす………………………………………………………… 56件
②車いす専用リフト車…………………………………… 延べ27回

区
分
社会福祉事業区分
法人運営事業
退職手当積立金事業
地域福祉事業
共同募金配分事業
生活福祉資金貸付事業
ボランティアセンター事業
ふれあいサービス事業
相談活動事業
浜崎老人福祉センター事業
溝沼老人福祉センター事業
一般介護予防事業
手話通訳者等派遣事業
障害者就労支援センター事業
障害者相談支援センター事業
はあとぴあ生活介護
はあとぴあ就労継続支援Ｂ型
ふれあい生活介護
ふれあい就労継続支援Ｂ型
ふれあい就労移行支援
ふれあい障害者相談支援センター事業
はまさき児童館事業
みぞぬま児童館事業
きたはら児童館事業
ねぎしだい児童館事業
ひざおり児童館事業
ほんちょう児童館事業
放課後児童クラブ事業
公益事業区分
総合福祉センター管理事業
収益事業区分
自動販売機設置経営事業
合
計

住民参加型在宅福祉サービス事業の実施
１．ふれあいサービス事業
①登録利用者…………………………………………………… 58人
②登録協力員…………………………………………………… 74人
③派遣日数……………………………………………… 延べ769日
２．福祉有償運送事業
①登録利用者………………………………………………………3人
②登録協力者………………………………………………………8人
③運送人数………………………………………………… 延べ58人

福祉資金貸付事業の実施
１．生活福祉資金貸付事業（埼玉県社協委託事業）
①貸付相談………………………………………………… 延べ92件
②貸付件数…………………………………………………………1件
２．社協福祉資金貸付事業
①貸付相談……………………………………………………延べ9件
②貸付件数…………………………………………………………2件
３．コロナウイルスによる生活福祉資金による特例貸付
①貸付相談……………………………………………………… 66件
②貸付件数……………………………………………………… 11件
４．彩の国あんしんセーフティネット事業の支援
①福祉資金貸付事業相談………………………………… 延べ92件
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収入決算額
1,607,951,322
124,214,057
105,186,630
2,103,442
8,606,161
763,796
487,079
1,903,891
1,003,124
42,365,000
2,275,000
14,980,000
17,528,000
24,188,000
36,938,130
129,215,646
168,985,355
44,537,850
124,404,247
14,908,852
17,482,062
176,536,000
50,859,000
13,009,000
4,610,000
4,240,000
19,868,000
456,753,000
123,579,810
123,579,810
311,404
311,404
1,731,842,536

単位：円

支出決算額
1,599,872,114
118,183,012
105,186,630
2,103,442
8,606,161
563,796
487,079
1,903,891
1,003,124
42,365,000
2,275,000
14,980,000
17,528,000
24,188,000
36,938,130
129,215,646
168,009,823
44,537,850
123,531,616
14,908,852
17,482,062
176,536,000
50,859,000
13,009,000
4,610,000
4,240,000
19,868,000
456,753,000
123,579,810
123,579,810
311,404
311,404
1,723,763,328

５．地域福祉活動の担い手の育成
６．ボランティア講座の開催及び活動者の支援
①東洋大学での講座
②傾聴ボランティアフォローアップ講座……………………… 16人
③青少年ボランティア講座…………………………………… 150人
④地域デビュー！ボランティア講座…………………………… 76人
⑤地域デビュー！ボランティア講座座談会…………………… 23人
７．ボランティア体験プログラムの実施
①ボランティア体験プログラム………………………… 延べ174人
８．災害ボランティアセンター設置訓練の実施
①他市社協が開設した災害ボランティアセンターへの職員派遣 …4人
９．ふれあい・いきいきサロンデビュー講座の実施
①ふれあい・いきいきサロンデビュー講座………………………4人
10．住民参加型生活支援事業に係るボランティア育成及び体制整備
①民協定例会での意見聴取

１．ボランティア相談及びコーディネート
①ボランティア活動者………………… 695人（登録団体41団体）
②相談件数…………………………………………………… 延べ78件
コーディネート件数……………………………………… 延べ78件
③団体利用室利用件数……………………………………… 延べ62件
④録音室利用件数…………………………………………… 延べ60件
２．ボランティア情報の収集、発信
①ボランティアニュースの発行
発行回数………………………………………年3回（1回2,000部）
②ボランティアセンターガイドブックの発行
発行部数…………………………………………………… 2,000部
３．朝霞地区四市福祉教育研修会の開催
①当事者講演、福祉体験
参加者……………………………………… 延べ137人（四市合計）
４．福祉教育の支援、充実
①依頼件数…………………………………………………… 延べ51件
②福祉教育用機器貸出件数……………………………………… 30件

自動販売機設置経営事業の推進
①自動証明写真機……………………………………………………1台
②小型玩具自動販売機（ガチャガチャ）…………………………2台
③飲料用自動販売機…………………………………………………3台

市委託事業の受託経営
１．手話通訳者等派遣事業
①派遣依頼件数………………………………………………… 650件
②派遣件数……………………………………………………… 603件
（個人399件・自治体57件・学校56件・団体91件）
③通訳者派遣人数………………………………………… 延べ734人
④手話講習会の実施
入門……………………………………………………………… 16人
基礎……………………………………………………………… 15人
中級……………………………………………………………… 26人
養成・前半…………………………………………………………6人
⑤手話体験会
参加者…………………………………………………………… 24人

⑥手話通訳者等派遣事務所主催講演会
参加者………………………………………………………… 111人
⑦要約筆記（ＰＣ）体験会
参加者………………………………………………………………3人
２．
一般介護予防事業
①ノルディック・ウォーク教室………………………… 延べ321人
②ノルディック・ウォーク フォローアップ教室……… 延べ32人
③健康体操養成講座………………………………………… 延べ86人
④自力整体教室……………………………………………… 延べ77人
⑤健康太極拳教室………………………………………… 延べ305人
⑥健康相談………………………………………………… 延べ528人
⑦他部署協働（社協出前講座等）……………………… 延べ232人
⑧各種講座（口腔、栄養、運動器）……………………… 延べ39人

指定管理事業の受託経営
３．朝霞市児童館指定管理事業
①きたはら児童館利用者数………………………… 延べ21,791人
②はまさき児童館利用者数………………………… 延べ28,911人
③みぞぬま児童館利用者数………………………… 延べ55,520人
④ねぎしだい児童館利用者数……………………… 延べ29,984人
⑤ひざおり児童館利用者数………………………… 延べ33,138人
⑥ほんちょう児童館※利用者数 …………………… 延べ22,712人
※令和元年10月30日開館
４．朝霞市放課後児童クラブ指定管理事業
①運営状況……………………市内10か所（在籍児童数1,231人）
５．朝霞市障害者ふれあいセンター指定管理事業
⑴朝霞市障害者ふれあいセンター あさか福祉作業所
①利用者数……………………………………………………… 43人
②市内外の事業者からの請負作業
③パンの製造販売（こんがりパンの店「フレア」の運営）
④カフェ・売店「ル・クール」の運営
⑤社会参加活動
⑥就労支援（就労移行支援事業）
企業見学…………………………………………………………3回
企業実習…………………………………………………………1回
就職者数…………………………………………………………1人
定着支援……………………………………………………… 14回
⑦ボランティアの受入………………………………………延べ5人
⑧ふれあいセンターの管理運営
消防訓練の実施…………………………………………………2回
⑵ふれあい障害者相談支援センター
①計画相談契約者数…………………………………………… 94人

１．朝霞市総合福祉センター指定管理事業
⑴朝霞市総合福祉センター管理
①開館日数…………………………………………………… 251日
②共用施設利用状況……………………… 689件、延べ8,024人
③消防訓練の実施…………………………………………………2回
⑵はあとぴあ福祉作業所
①利用者数……………………………………………………… 66人
②市内外の事業者からの請負作業
③社会参加活動
④花壇植栽管理整備事業
⑤喫茶室「お花畑」の運営
⑥売店「はっぴぃ」の運営
⑦カフェ・売店「ル・クール」の運営
⑧ボランティアの受入………………………………… 延べ113人
⑶はあとぴあ障害者就労支援センター
①登録者数…………………………………………………… 318人
②就職者数……………………………………………………… 41人
⑷はあとぴあ障害者相談支援センター
①登録者数…………………………………………………… 360人
②相談件数…………………………………………… 延べ1,597件
③計画相談契約者数………………………………………… 168人
２．朝霞市老人福祉センター指定管理事業
①浜崎老人福祉センター利用者数………………… 延べ46,100人
高齢者健康相談…………………………………………… 250件
②溝沼老人福祉センター利用者数………………… 延べ62,780人
高齢者健康相談…………………………………………… 214件

その他社協関連事業
1．埼玉県共同募金会朝霞市支会の事務局
①赤い羽根共同募金…………………………… 実績額6,740,397円
②地域歳末たすけあい募金…………………… 実績額4,467,402円

２．日本赤十字社埼玉県支部朝霞市地区の事務局
①会員会費募集………………………………… 実績額5,750,747円
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事業報告・決算書

詳しくはこちら

こんがりパンの店﹁フレア﹂
︑美味しいパンをご賞味ください︒

ボランティア事業の推進

赤い羽根共同募金が始まりました
今年も10月1日から全国一斉に「赤い羽根共同募金」が始まりました。
みなさまから寄せられた貴重な募金は、子どもや高齢者、障害のある方などの支援事業を
はじめ、「朝霞のまちを良くするしくみ」として地域福祉事業に活用されています。
ご協力をお願いします。

Ⓒ中央共同募金会

募金の
流 れ
昨年度の
ご報告

町内会・自治会、
各団体・学校・企業・職域等
で集められた募金

埼玉県共同募金会
※募金額を集計し、
配分を決定

埼玉県共同募金会
朝霞市支会
（朝霞市社協）

受配者
（民間社会福祉施設・
団体・保育園）
社協等

前年度朝霞市支会で集められた募金実績額の約50％が本会に配分され、朝霞市内の福祉活動に役立てられます。

6,740,397円

令和元年度にご協力いただいた募金総額

（平成31年４月１日〜令和2年３月31日）

【令和元年度赤い羽根共同募金配分報告】

・老人クラブ連合会助成金事業
・社協あさか（広報紙）の発行
・知的障害者スポーツレクリエーション事業
・福祉まつり支援事業
・地域福祉活動助成事業
上記の事業に使わせていただきました。みなさまのご協力ありがとうございました。

令和元年度

赤い羽根共同募金追加報告

【町内会・自治会】 ・膝折宿町内会（追加）……5,002円

令和2年3月31日現在
（敬称略・順不同）

【法人大口】 ・テイ・エス テック㈱……10,000円

※赤い羽根共同募金の募金箱は、通年での設置が可能です。
ご協力いただける事務所等は、ぜひ本会までご連絡をお願いします。
本会は埼玉県共同募金会の朝霞市支会として事務局をおいています。社協あさかでは、朝霞市支会を
経由して募金していただいた方・団体のお名前を掲載しています。埼玉県共同募金会に直接募金して
いただいた方・団体については、お名前を掲載していませんので、ご了承ください。

地域歳末たすけあい募金
歳末たすけあい募金は、新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して
暮らすことができるよう、福祉活動を行うことを目的として実施されます。11月から12月にか
けて、募金運動を行います。ご協力をお願いします。

て
』っ
話
？
『手 に？
な

第40回

ワンポイント手話コーナー

聴覚に障害のある人の使うコミュニケーション方法のひとつです。手と指の動きだけではなく、顔の表情
や動作がとても大切です。このコーナーでは、日ごろ簡単に使える手話表現を紹介していきます。

T E L：048
（486）
2479
【直通】
FAX：048
（486）
2473
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④ ウイルス

人差し指を曲げ伸ばししなが
ら少しずつ前に出す︒

手話通訳者等派遣事務所

③ コロナ

握った非利き手の親指側の面
に軽くすぼめた利き手を沿う
ように開く︒

②型

両 手 の 親 指 と 人 差 し 指 を Ｌの
形 に 立 て︑ 互 い ち が い に 上 下
にうごかす︒

お問い合わせ

軽くすぼめた両手を広げなが
ら斜め下におろす︒

①新

募金
方法

令和２年度の目標額（朝霞市支会）

7,310,000円

募金は強制ではありません。任意によるものです。みなさまのご理解、ご協力をお願いします。

町内会・自治会を
……町内会・自治会のご協力を得て各ご家庭にご協力をお願いしています。
通じての募金
卓上募金

……市内公共機関や店舗等に募金箱の設置をしています。

学校募金

……福祉教育を主眼におき、児童・生徒のみなさんの自発的な参加をお願いする募金です。

職域募金

……寄付金付きグッズによるご協力をお願いする募金です。
※朝霞市総合福祉センター（はあとぴあ）3階

地域福祉推進係で取り扱いをしています。

※数に限りがございますので、お早めにご来館ください。

クオカード

図書カード

※協力依頼額
1枚 1,000円以上
（500円分のお支払に
ご利用いただけます）

1枚 1,000円以上
（500円分のお支払に
ご利用いただけます）

赤い羽根バッジ

初音ミクコラボバッジ

※協力依頼額

1個 500円以上

法人募金
個人募金

※協力依頼額

※協力依頼額

1個 500円以上

……企業・法人等にご協力をお願いする募金です。税制上の優遇措置が受けられます。

……個人の有志の方のご協力をお願いする募金です。
2,000円を超える寄付金については、寄付金控除の対象となります。
ご協力くださる方は、本会までご連絡いただくか、
右のQRコードからWeb上でお願いします。→
（中央共同募金会ホームページ：https://hanett.akaihane.or.jp/donate/entry/100/11/11227/）
※共同募金に対する寄付は、税制の優遇措置の対象になっています。
詳しくは埼玉県共同募金会のホームページをご覧ください。
https://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama00/AKAIHANE/2015zei.html

お問い合わせ

埼玉県共同募金会朝霞市支会
（事務局：朝霞市社会福祉協議会）

T E L：048
（486）
2485
【直通】
F A X：048
（486）
2418

高圧洗浄機等をご寄贈いただきました！
令和2年8月21日（金）、朝霞市内にある本田技研労働組合研究所支部様より、高圧洗浄機1台、
蓄電器1台を寄贈いただき、朝霞市総合福祉センターにて寄贈式が行われました。水害の被害に
遭われた世帯の敷地内の泥を流す作業や、停電時の予備電源として活用させていただきます。

社協に寄せられたみなさまの善意
一般寄付

・トミタサイクル………………………………………2,500円
・朝霞市商工会会員ゴルフ大会…………………… 38,000円
・山下 静子………………………………………… 10,000円
・鈴木 博雄………………………………………… 10,000円
・㈲T&T企画 代表取締役 福川 直 …………… 100,000円
・中央ろうきん友の会 朝霞支部 ………………… 15,000円
・㈱アサカグリーン………………………………… 16,769円
・ササバシ治療院（るくるん募金箱）………………7,402円
・浜崎老人福祉センター（るくるん募金箱） ………………1,834円
・匿名 3件 ………………………………………… 25,810円
※時期や物品により、預託物品の受付が出来ない場合があります。ご了承ください。
地域福祉の推進のために活用させていただきます。誠にありがとうございました。

・髙野
・藤原
・山下

進
絹代
静子

預 託 物 品 【使用済み切手】

・須田
・加藤
・志摩

・リサイクルプラザ
・認定NPO法人
メイあさかセンター

（敬称略・順不同）
令和2年8月28日現在

菊枝
三郎
範夫

・渡邉
・立岡
・引田

・医療法人山柳会塩味病院
・朝霞市こども未来課
・朝霞市溝沼郵便局

忠俊
悠
綾子

・江森

英男

・朝霞市傾聴ボランティア
「つぼみの会」
・匿名19件

預 託 物 品 【その他】
・渡邉 由美子（図書）
・相馬 裕美（おもちゃ）
・小玉 瑞穂（手作りマスク）
・米澤 真由美（手作りマスク）
・㈲サイトウカーテン（手作りマスク） ・須田 真優美（おもちゃ）
・コンサートホール北朝霞店（菓子） ・一般財団法人明治神宮崇敬会（洗剤）
・NPO法人なかよしねっと（車いす） ・匿名14件
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赤い羽根共同募金は︑朝霞のまちをよくするしくみとして地域福祉事業に役立てられます︒

今年度の
目標額

共同募金は、事前に地域の民間福祉のニーズを
受け付け、募金活動を行う、計画募金です。その
計画に必要な費用を目標額として定めています。

▼ピンバッジ
（イラスト：

令和２年度

日本赤十字社会員募集報告

合計

4,211,608円

新型コロナウイルス感染症対策につきまして、日本赤十字社では、発生初期からクルーズ船や中国武漢市からのチャー
ター便帰国者に対して医療チームを派遣し、医療活動に従事したほか、現在も赤十字病院において入院患者の治療にあた
るなど、最前線で全力をつくしています。
みなさまにおかれましては、現在も新型コロナウイルス感染症の不安がある中、会員募集にご協力いただき、心より
感謝申しげます。
ご協力いただいた会費・寄付は日本赤十字社埼玉県支部に全額送金し、医療事業や献血事業をはじめ、災害時の救護活
動など、皆さまの命と健康を守る活動に活用されます。
※原稿作成の都合上、8月29日以降にご協力いただいた場合は、社協あさか1月号に掲載させていただきます。
なお、7月より本会ホームページに納入状況を掲載しております。
町内会・自治会
上の原町内会

実績額（円）
94,600円

膝折宿町内会

200,000円

膝折団地自治会

5,000円

県営朝霞幸町団地自治会

10,000円

下の原南部町内会

70,000円

下の原町内会
弁財町内会
若松町内会

93,000円
31,850円

149,440円

三原町内会

231,800円

富士見台自治会

5,000円

新和自治会

126,500円

溝沼第二町内会

285,000円

溝沼第五町内会

46,000円

ローリエ朝霞台自治会
溝沼第三町内会

10,000円

145,150円

溝沼下町内会

220,100円

旭通り町内会

50,000円

朝霞台ダイカンプラザ自治会
桜ヶ丘町内会

10,000円
25,000円

町内会・自治会

実績額
（円）

本町霞台町内会

40,000円

浜崎南親和会

仲町町内会

73,250円

朝志ヶ丘自治会

栄町町内会

200,000円

霞台町内会

47,400円

中央町内会

5,000円

コンフォール東朝霞自治会
広沢町内会

52,300円

130,000円

岡町内会

25,000円

向山自治会

80,000円

東町内会

250,000円

東南部町内会

338,488円

東かすみ台町内会

90,500円

城山町内会
三栄自治会
田島町内会
宮戸町内会

宮戸立出町内会
浜崎東町内会

65,000円

40,000円
69,000円

グローサス朝霞台自治会

10,000円

朝霞田島住宅自治会

36,600円

藤和志木タワー自治会

10,000円

ベルポート朝霞自治会

5,000円

朝志が丘住宅自治会

20,000円

コープ野村朝霞台自治会

コスモ朝霞台フォレスト自治会

光ヶ丘自治会

80,600円

10,000円

150,000円

境久保町内会

33,000円

195,380円

47,000円

霞ヶ丘東親和会

松栄ヶ丘親友会

149,050円

実績額（円）

浜崎親交会

37,000円
43,500円

下内間木町内会

令和2年8月28日現在

町内会・自治会

20,000円

5,000円

コーラル自治会

5,000円
7,500円

陽光台町会

4,000円

第２光ヶ丘自治会

6,000円

朝志ヶ丘平成会１班

3,600円

朝志ヶ丘平成会２班

災害義援金追加報告

6,000円

13,000円

令和2年2月23日〜8月28日受付分

令和2年7月3日からの集中豪雨により熊本県を中心に九州や中部地方など、甚大な被害があり、被災された方々、また関係者の
方々、心よりお見舞い申し上げますとともに一日も早い再建をお祈り致します。
日本赤十字社埼玉県支部朝霞市地区では、窓口での受付と朝霞市内に募金箱を設置し、お寄せいただいた義援金を日本赤十字社
埼玉県支部へ送金しました。みなさまの温かいご支援とご協力に対し、厚く御礼申し上げます。
・令和２年７月豪雨災害義援金 …………………… 150,000円（受付期間：令和2年7月7日〜令和2年12月28日）
・令和元年台風第19号災害義援金 ………………… 29,830円（受付期間：令和元年10月16日〜令和3年3月31日）
・令和元年８月豪雨災害義援金 ……………………… 39,222円（受付期間：令和元年9月2日〜令和2年8月31日）
・東日本大震災義援金 ………………………………… 20,000円（受付期間：平成23年3月14日〜令和3年3月31日）
※受付期間については延長されることがあります

不要入れ歯等回収事業実績報告

みなさまのご協力により、多くの不要入れ歯等を回収することができました。ありがとうございました。
今後ともみなさまのご理解、ご協力をお願いします。
【回収期間】 平成31年1月〜令和元年12月
【寄付金額】 18,272円

不要入れ歯等回収事業とは
本会は、朝霞市内に「不要入れ歯等回収ボックス」を設置し、ご自宅で不要となった入れ歯や
片方しかないピアスやイヤリング等の回収を行っています。
回収された入れ歯等は、ＮＰＯ法人日本入れ歯リサイクル協会が収集し、入れ歯等に含まれて
いる「貴金属スクラップ」
、
「貴金属」の代価の40％が本会に寄付され、地域福祉事業の推進に活
用されています。
≪不要入れ歯等回収ボックス設置場所≫ ①朝霞市総合福祉センター ②溝沼老人福祉センター ③朝霞市役所
お問い合わせ

このスペースにも

総務係

広告を

TEL：048
（486）
2479
【直通】 FAX：048
（486）
2480
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掲載することが

できます！

新型コロナの影響が広がる中…

こんな時こそ 地域の力 が発揮されています！
新型コロナウイルス感染症の影響で、多くの福祉団体やボランティアが活動の自粛を余儀なくされました。一方で、
そんな状況だからこそ、何かできる事はないかと支え合いの活動を続けている方もいます。ここでは、そんな取り
組みの一部をご紹介します。

「認定・埼玉県指定 NPO 法人メイあさかセンター」

感染拡大予防のため︑一時普段の活動を中止

「老人会食きさらぎ会」

ミニデイサービスの利用者の自宅
にパッチワークのパーツをお届
け。シニアの英会話クラスの方へ
は、ホームワークを郵送して、指
先を使ったり脳トレで介護予防！

！！
ボランティアスタッフが参加
者たちに月に一度電話連絡。
安否確認と様子伺いをしてい
ます。

月に 1 回、高齢者へ手作りの昼食を提供

朝霞市子育て応援パントリー＆
わ・和・輪の会 子ども食堂主催

家族応援！パントリー

おへそ食堂 &
おせっかいな食堂主催

トモソダチカフェ Cozy
店頭と、はあとぴあ駐車場で
食材を配りました。

朝霞の森でお弁当や
非常食などを配りました。

朝霞市社会福祉協議会

総務課総務係
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防災・減災の意識を持ちましょう︒日頃からの備えが大切です

ボ ランティア センターへGO!!

TEL：048（486）2479

FAX：048（486）2480

YouTube
『朝霞社協公式チャンネル』情報発信中!!
本会では、社協をより知っていただくために、YouTubeを活用し、みなさんに動画での情報発信を行ってい
ます。動画で配信されるものは、手話の動画や自宅で出来る簡単な体操、子ども向けの内容まで、さまざまです。
「知らなかった」
、
「おもしろい」
、
「また見たい」と思っていただける企画を考えていきます。定期的に更新され
るものから、即時性を持ったものまで、ぜひお楽しみください。

【検索方法】
『朝霞社協公式チャンネル』と検索してください!!
るくるんが目じるし!!ぜひ、チャンネル登録してください。
※掲載される内容は、予告なく変更されることがあります。
※動画に対してのコメントは、受け付けておりません。

相続登記

「障がい者の就職を支援する」 就労移行支援事業所

お済みですか？

週２日からでもＯＫ！
通所交通費応援制度

不動産名義変更 会社設立 役員変更 遺言書 成年後見
信頼と実績の49
50年

司法書⼠ 栗山
司法書⼠

昇

⻘⽊まゆみ

048-465-2261

子育て支援センターめだか・子育て支援センターくれよん

滝 の 根 保 育 園
朝霞しらこばと保育園
朝霞市溝沼2-10-24
朝 霞 市 田 島2-4-11
☎048（463）5503
☎048（456）1100
ゆりの木保育園
朝霞にじいろ保育園
朝霞市膝折町1-6-29
朝 霞 市 本 町2-4-44
☎048（450）8600
☎048（462）2216
どれみキッズハウス
朝霞市溝沼432-1 ☎048（451）1003

ご意見を
お聞かせ
ください

1.077名

・精神障がい・発達障がい・知的障がい・身体障がい・難病 など
※障がい者手帳がなくても利用できる場合があります。


対象となる方▶&RFRUSRUWを
         正式利用されてる方

問い合わせ先：ᵎᵒᵖᵋᵒᵐᵒᵋᵖᵒᵑᵗᴾ
メール：ᵿᶑᵿᶉᵿᶂᵿᶇᵋᶑᶒᵿᶄᶄᵞᶁᶍᶁᶍᶐᶎᶍᶐᶒᵌᶁᶍᵌᶈᶎᴾ ᴾ

※自治体から一部交通費支給を受けている方につきまし
ては、差額実費分を助成いたします。
※正式に利用開始となった日からの適用となります。そ
の他、詳細は事業所までお問合せください。

☆手をつなぎ輪になり園児は遊ぶなりオリーブ香る子ども園☆

社会福祉法人滝の根会

85.4％

就職者数

受け入れ実績・疾患例…

ランチ応援制度

目の前！

※日程や質問などはお気軽にお問い合わせください！
職場定着率

（月あたりの助成上限額：万円）

対象となる方
▶公共交通機関を利用して通所される方


栗山司法行政事務所 朝霞市役所
朝霞市本町2-1-1野口ビル201
P ４台完備

株式会社ココルポート（※10月より社名が0HONから&RFRUSRUWへ変更しました）

無理のないあなたにあったペースで。

〒351-0022（朝霞台駅から徒歩3分）
埼玉県朝霞市東弁財1-7-30 KOYO BUILDING４階

朝霞台office

家庭的な空間で癒されてみませんか
身体 も 心 も ほぐします

㈱ササバシ治療院
出張
治療

送迎
無料

☎048−456−1622
休日：土・日・祝

保険 駐車場
適用 完備

〒351−0032
朝霞市田島 1−20−16

受付：午前 9 時〜午後 5 時 30 分

広報紙「社協あさか」の紙面充実のため、 社会福祉法人
市民のみなさまからの本紙に対するご意見、
朝霞市社会福祉協議会 総務係
ご感想をお寄せください。
〒351-8560 埼玉県朝霞市大字浜崎51番地の1
また、
福祉情報等の寄稿もお待ちしています。 TEL：048（486）2479 / FAX：048（486）2480

広報紙
「社協あさか」は再生紙を使用しています。
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