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「社協だより」は、社協会費と共同募金の配分金で作られています

みさとみさと
社協だより社協だより

「社協」は、「社協」は、社会福祉会福祉協議会の略称です議会の略称です

令和４年９月15日発行
年４回（２・６・９・12月）

ホームページ https://www.misato-syakyo.or.jp/ (Facebook・ブログ・Twitter もご覧ください）
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子ども食堂でのお弁当づくり

児童館で子どもたちと交流

多くのかたにご参加いただき、ありがとうございます。
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社会福祉法人三郷市社会福祉協議会

　この講座では、安心・安全にボランティア活動をする
ために、手洗いや消毒・換気のコツについて学びます。

日　時　　12月1日㊍　午後２時～４時
場　所　　�健康福祉会館５階会議室、またはオンライ

ンで参加
参加費　　無料
対　象　　�ボランティア・市民活動団体、福祉施設のかた
募　集　　�会場15人（先着）・オンライン15人（先着）
講　師　　・三郷市スポーツ健康部健康推進課職員
　　　　　・花王グループカスタマーマーケティング㈱
内　容　　⑴手洗い、消毒、換気方法について
　　　　　⑵�手指消毒や乾燥により手が荒れるかたの

ためのハンドケアの方法について
申し込み　９月21日㊌から10月28日㊎まで
　　　　　⑴会場参加のかた
　　　　　　�電話またはメール（mvc@misato-syakyo.

or.jp）
　　　　　⑵オンライン参加のかた
　　　　　　メール（mvc@misato-syakyo.or.jp）

※�オンラインでの参加の場合は、Zoomを使用します。
講座直前になりましたらメールにてURLをお知らせ
します。オンライン参加についてご不明点があれば、
お問い合わせください。

第1回ボランティア講座
ボランティア活動の前に確認!!
～手洗い・消毒・換気のコツ・ハンドケア～

☎ 048（953）4191
FAX 048（953）4192
問い合わせ　福祉推進係

社協からのお知らせ
　「ボランティア活動をしたい」「どんな活動先があ
るのか知りたい」「ボランティア活動しているかたの
話を聞きたい」などボランティア活動に興味のあるか
たを対象にした説明会を開催します。
　この機会に、ぜひご参加ください。

日　時　　11月18日㊎　午後２時～４時
場　所　　文化会館中会議室
参加費　　無料　
対　象　　ボランティア活動に興味のあるかた
募　集　　10人（先着）
内　容　　⑴ボランティア活動に関する基本知識
　　　　　⑵具体的な活動例の紹介
申し込み　�９月21日㊌から10月28日㊎までに電話、

ファックスまたはメール（mvc@misato-
syakyo.or.jp）

　　「ボランティア活動
はじめの一歩説明会」

※講座をメールでお申し込みの場合は、件名「講座
名」、メール本文に名前・住所・電話番号・講座の受
講方法（第１回ボランティア講座のみ）を記載してく
ださい。
　メール送信後１週間以内に社協から返信がない場合
は、お手数ですが電話などでお問い合わせください。

講座

　新型コロナウイルス感染症拡大の長期化により、１
日中家に閉じこもるかたも増えてきています。日常的
に動かない状態が続くとフレイル（虚弱）が進み、要
介護状態になってしまう可能性が高まります。
　この講座では、自分でも自宅で簡単に取り組める介
護予防について学びます。

日　時　　11月17日㊍　午後１時30分～３時30分
場　所　　瑞沼市民センター多目的室
参加費　　無料
対　象　　講座に興味のある市内在住・在勤・在学のかた
募　集　　20人(先着)
持ち物　　タオル・飲み物・動きやすい服装
講　師　　埼玉県立大学　理学療法学科
　　　　　准教授　菊本東陽氏
申し込み　�９月26日㊊から11月11日㊎までに電話、
　　　　　�ファックスまたはメール（koza@misato-

syakyo.or.jp）

第1回介護教室
自分で取り組む「簡単！介護予防」
講座

講座

　高齢者や障がいのあるかたが制作した作品を展示し
ます。毎年、個性豊かな作品が並びます。入場は無料
ですので、お気軽にお立ち寄りください。

日　　時　�⑴10月７日㊎　午後１時30分～５時
　　　　　⑵10月８日㊏　午前10時～午後２時
場　　所　文化会館展示室
展示作品　�絵画、書、陶芸、写真、俳句、短歌、手芸

品など
　　　　　※来場の際は、マスク着用にご協力ください。

　「ふれあい作品展」のご案内イベント
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権利擁護センターからのお知らせ
－ 『あんしんサポートねっと』のご案内 －

　『あんしんサポートねっと』では、「福祉サービスを
使いたいけれど、どんなものがあるのかわからない」「郵
便で届く書類が難しくてよくわからない」「銀行での手
続きが不安になってきた」など、生活していて不安な
こと・判断に迷うことが増えてきたかたを定期的に訪
問し、必要な福祉サービスのご紹介や普段の暮らしに

必要なお金の出し入れなど、安心した生活が送れるよ
うに支援をします。
　利用にはご本人との契約が必要です。ご本人のご自
宅を訪問し、制度に関する説明や利用の希望をお伺い
します。利用料金もかかりますので、まずはご相談く
ださい。

　サービスの流れはこの限りではありません。お金を
引き出す方法として、代理（ご本人に代わってお金を
引き出してご自宅にお届け）・代行（ご本人記入の払い
戻し票を金融機関に持参しお金を引き出してお届け）・
同行（ご本人がATMを操作しお金を引き出す）の利

用方法があり、利用開始までに、どのようなサービス
を行うかご本人の希望を伺いながら決めていきます。
対　象　�市内在住で、高齢や障がいなどにより、一人

で判断することに不安を感じているかた。
相談・問い合わせ　生活支援係

サービスの流れ（一例・同行の場合）

　サービスを担当
する職員（生活支
援員）と銀行で待
ち合わせをします。
お金を引き出す際
にATM操作の見
守りをします。

　生活支援員がご自宅に伺い、引き出
したお金の説明と通帳の内容確認、郵
便物の確認などをします。郵便物はわ
かりにくい部分や手続きが必要な部分
をわかりやすく説明をします。また、
体調や生活状況に変わりがないかなど
のご様子を伺います。

次回サービスの日時をお約束します。

➡

➡

➡

戸ケ崎老人福祉センター
からのお知らせ

送迎バスを運行します
　戸ヶ崎老人福祉センターでは大規模改
修工事期間中、岩野木老人福祉センター
ならびに彦沢老人福祉センター行きの臨
時送迎バスを無料で運行します。
　ぜひご利用ください。

集合場所　戸ヶ崎老人福祉センター前　
　　　　　※予約不要です。
　　　　　※�岩野木ならびに彦沢老人福祉センターからの帰りの

バスも運行しています。
　　　　　※�祝日も運行しますが、年末年始（12/28～1/4）は

休止します。
問い合わせ　戸ヶ崎老人福祉センター　☎︎048-956-8000

【岩野木老人
福祉センター行き】

毎週月曜日（男性入浴可能日）
9：30　10：30　11：30

【彦沢老人
福祉センター行き】

毎週木曜日（女性入浴可能日)
9：15　10：05　10：55
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10 月 1 日から10 月 1 日から
赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金がが

始まります始まります

ご協力よろしくお願いします

共同募金とは共同募金とは
　誰もが住み慣れた地域で
安心して暮らすことができ
るよう、さまざまな地域福
祉の課題解決に取り組む
民間団体を応援する
ための募金です。

市内の福祉団体への配分金市内の福祉団体への配分金
　昨年度、三郷市内では、以下の団体に赤い羽根募金が
配分されています。

団体名 内容 金額（円）
福）�あかね会
「特別養護老人ホーム�
ガジュマルの郷」

送迎用車両の
購入 2,200,000

共同募金の使いみち共同募金の使いみち
　市民の皆さまのご協力により集
められた募金は、子どもや高齢者、
障がいのあるかたなどの支援につ
ながります。
　また、災害ボランティアセンター
の運営などにも使われます。

　特別養護老人ホー
ムガジュマルの郷で
車両を購入しました。
利用者のかたの通院
やドライブで活躍し
ています。
　大切に使用させて
いただきます。

令和3年度

施設長にインタビューをしました！ 

一定額以上の募金をされたかたへ
初音ミクコラボグッズを

差し上げます！

　募金会場で300円以上の募金をしていただいたかたに、オリジ
ナルクリアファイルをプレゼント。
※�街頭募金が実施できない場合は三郷市社会福祉協議会事務局に
て行います。（先着順/10月26日㊌まで）

● お知らせ ●
　今年の街頭募金については、
新型コロナウイルスの感染状
況を鑑み、現在実施できるか
を検討中です。決定次第、三
郷市社会福祉協議会のホーム
ページ（https://www.misato-
syakyo.or.jp/）に記載します。
………………………

問い合わせ
埼玉県共同募金会三郷市支会
（社会福祉協議会内）
☎048（953）4191

◀
令
和
４
年
度

　
オ
リ
ジ
ナ
ル
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル



　共同募金会では、被災されたかたがたを支援す
るために、災害義援金の募集を行っています。
　現在、受付をしている義援金は一覧の通りです。
被災地への支援につながる第一歩です。ご理解・
ご協力をお願いします。

現在受付中の義援金一覧
義援金名称 募集共同募金会

令和4年8月3日からの大雨災害義援金 中央共同募金会
令和4年8月山形県大雨災害義援金 山形県共同募金会
令和4年8月新潟県大雨災害義援金 新潟県共同募金会
石川県8月大雨災害義援金 石川県共同募金会
令和4年8月大雨福井県災害義援金 福井県共同募金会
令和4年8月大雨災害青森県義援金 青森県共同募金会
令和4年7月15日からの大雨に係る災
害義援金 宮城県共同募金会

熊本県南豪雨義援金 熊本県共同募金会
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☎ 048（953）4191　FAX 048（953）4192

　高齢者の在宅生活を支える民間事業者によるサービス
や、住民、ボランティアなどによる支え合い活動の情報
をまとめた「高齢者の暮らし�ちょこっと�お手伝いガイド
（在宅生活を支えるインフォーマルサポート一覧）」と、
地域の人々の身近な交流の場の情報をまとめた「通いの
場マップ」の２冊を、三郷市長寿いきがい課との協働で
作成しました。　
　地域で暮らす高齢者やその支援者が“ちょこっと手伝
ってほしい”“交流したい”などと思う時の参考としてご
活用ください。
　冊子は三郷市ホームページ（https://www.city.
misato.lg.jp/item/42594.htm）にてご覧いただけるほ
か、三郷市社会福祉協議会窓口や長寿いきがい課窓口な
どでも配布しています。
問い合わせ　福祉推進係

　ふれあい広場は、障がいのある人もない人も楽しむことのできるイベントです。今年で32回目を迎えました。
台風の影響や新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止が続きましたが、今年は４年ぶりに開催します。
　障がい者団体が中心となり、団体の紹介や模擬店、あそびのコーナー（おもちゃすくい、お手玉とばしゲー
ムなど）、バザーなどを予定しています。さまざまな世代のかたがともに楽しい時間を共有することのできるイ
ベントです。ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。

「高齢者の暮らし ちょこっと
お手伝いガイド」

「通いの場マップ」を作成しました

災害義援金の募集を
行っています

▲「高齢者の暮らし�ちょこっとお手伝いガイド」
　��「通いの場マップ」冊子

元気なときにできる準備
「任意後見制度」

　将来、認知症などにより自分で判断すること
が難しくなったときのために、財産の管理や契
約行為の代理などをしてくれる人を、事前に公
正証書による契約で決めておく制度です。
相談・問い合わせ　生活支援係

老いじたく
ひとくちメモ

※�荒天や新型コロナウイルス感染状況により中止
となる場合がありますので、ご了承ください

ふれあい広場

日時　10月８日㊏
　　　午前10時～午後１時
場所　早稲田公園臨時駐車場
　　　（早稲田４-３）
問い合わせ　福祉推進係

４年ぶりの開催！
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会費・寄付金
13,553,587円

補助金収入
139,381,581円

人件費支出
249,149,595円

繰越金
93,770,278円

事業費支出
32,696,961円

事務費支出
83,794,541円

貸付事業支出
1,070,000円

助成金支出
7,726,400円

固定資産取得支出
4,254,770円

その他の活動支出・法人税等
15,388,719円その他の収入等

23,959,279円

前年度からの繰越金
73,805,853円

介護保険収入
35,343,823円

事業・貸付収入
3,935,226円

受託金収入
197,871,915円

収入合計
487,851,264円

支出合計
487,851,264円

令和3年度 三郷市社会福祉協議会　収入支出決算

◎令和３年度の事業報告・決算書は、ホームページや窓口でも公開しています。

支出支出収入収入

　下記のとおり、評議員・理事の就退任がありました
ので、報告します。
【退任】
令和４年３月31日付
　評議員　茂呂　義雄
　理　事　染谷　誠一

令和４年５月23日付
　評議員　髙手山　照子

【就任】
令和４年６月16日付
　理　事　茂呂　義雄

三郷市社会福祉協議会三郷市社会福祉協議会
評議員・理事の就退任評議員・理事の就退任

ありがとうございますありがとうございます
寄付のご紹介寄付のご紹介

　皆さまから寄せられた寄付金や物品は、地域福祉
の充実に役立たせていただきます。
　社協への寄付に関する相談がございましたら、お
気軽にご連絡ください。
申し込み・問い合わせ　総務経理係

（令和４年６月１日～８月31日受付分）

寄付者名 寄付金額・物品
株式会社三基 15,000円
医療法人財団　アカシア会 寄付金あり
菊地　和春 寄付金あり
埼玉土建一般労働組合　
三郷支部 28,801円

株式会社岡庭緑花園 100,000円
匿名（3件） 30,000円
薮　陽一 マスク198枚
株式会社横引シャッター　
代表取締役　市川慎次郎

アクリルパーテーション
50枚

株式会社ダイナム 食品・日用品27点
（順不同・敬称略）�

ふくし伝言板

（令和４年８月31日現在／順不同・敬称略）

　生活上の困りごと、家庭内の悩みごとなど。
日時　月・金曜日（祝日除く）
　　　午後１時～３時30分
場所　健康福祉会館５階相談室
問い合わせ　生活支援係

心配ごと相談所開設中

令和４年度三郷市制施行50周年記念
聴覚障がい理解促進セミナー

「手話って楽しい!
～ダンスで手話に触れてみよう～」

前半／�手話を交えたストーリー仕立てのお芝居＆手話
ダンス

後半／�手話ダンスワークショップ
出演団体　舞はんど舞らいふメンバー
日時　11月23日（㊌・㊗）　午後１時～３時
場所　三郷中央におどりプラザ３階
　　　会議室ABCD（中央1-14-2）
参加費　無料
対象　小学3年生以下は保護者同伴
定員　50人（先着）
申し込み　10月23日㊐から申し込み受け付け開始
　　　　　※広報みさと10月号に掲載します。
問い合わせ　三郷市　障がい福祉課
電話　048-930-7778　　FAX　048-953-7785
※手話通訳・要約筆記・ヒアリングループ設置
※�手話のワークショップ（手話で絵本の読み聞かせな
ど）を同時開催予定（新型コロナウイルス感染症拡
大の影響により、開催方法が変わる場合がありま
す。）
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☎ 048（953）4191　FAX 048（953）4192

三郷市社会福祉協議会 事業報告三郷市社会福祉協議会 事業報告
　地域福祉活動推進事業
〇�三郷市地域福祉活動計画推進委員会
� 2回
〇ボランティアセンター活動
　登録団体数� 28団体
　相談件数� 50件
　車いすの貸出件数� 80件
　福祉機器等の貸出件数� 180件
　印刷機の利用件数� 70件
　情報紙発行� 12回
〇�ボランティア体験学習・ボランティ
ア講座
　ボランティア体験プログラム
� 　15メニュー／134人
　ボランティア講座� 1回／16人
　※第2回ボランティア講座は中止
〇要援護高齢者実態調査

地区民協 ひとりぐらし
高齢者

高齢者のみ
世帯

早稲田第1地区 301人 286世帯
早稲田第2地区 158人 67世帯
東和東第1地区 291人 162世帯
東和東第2地区 227人 146世帯
東和西第1地区 220人 187世帯
東和西第2地区 250人 178世帯
彦成地区 251人 160世帯
みさと団地地区 780人 337世帯
合計 2,478人 1,523世帯
〇�要援護高齢者実態調査活動普及啓
発品の配布� 5,727人
〇福祉教育推進事業
　社会福祉協力校� 19小学校
　ボランティア推進校� 8中学校
〇ふくし講座
　※令和4年6月に延期
〇ふくし出前講座� 12回／363人
〇介護教室� 1回／23人
　※�第１回介護教室は中止
〇地域福祉活動推進費配分事業
　配分件数� 81町会／117件
　配分金額� 3,115,200円
〇ふれあい広場
　※第31回ふれあい広場は中止
　実行委員会� 4回／19団体参加
〇地域福祉団体育成助成事業
　補助金交付� 8団体／786,000円
　運営補助　� 2団体
〇赤い羽根共同募金� 9,382,062円

〇歳末たすけあい募金� 6,648,705円
〇地域歳末たすけあい運動配分事業
　配分件数� 2,257件
　配分金額� 5,523,171円
〇声のたより事業（広報紙等録音）

　実施20回／利用者15人
　※交流会は中止
〇ひとりぐらし高齢者友愛通信事業
　暑中見舞い� 2,297人
　年賀状� 　2,465人
　�協力　ボランティアグループ「グ
ループふれあい」、丹後・高州東・
彦糸・戸ヶ崎・新和・高州・幸房・
前谷小学校
〇合同金婚式�対象179組／参加36組
〇ふれあい作品展

　出品165点／来場者288人

　福祉サービス利用支援事業
〇権利擁護センター相談件数� 203件
〇市民後見人養成研修

「基礎編」「実践編」7人修了
〇�福祉サービス利用援助事業（あん
しんサポートねっと）

　契約　25件／活動322回
〇心配ごと相談所� 38件
　※緊急事態宣言発出中は電話相談のみ
〇生活福祉資金貸付事業

　1,869件／873,403,000円
　※�新型コロナウイルスに影響を受
け減収があった世帯への特例貸
付� 1,862件／872,930,000円

〇福祉資金貸付事業
63件／1,070,000円

〇法外援護事業
　旅費0件／食材提供60件

〇�彩の国あんしんセーフティネット
事業� 0件
〇岩野木老人福祉センター

利用者�22,703人
〇彦沢老人福祉センター

利用者�11,065人
〇戸ヶ崎老人福祉センター

　利用者�16,048人
〇岩野木集会場

　利用者�9,366人

〇老人憩いの家やすらぎ荘
　利用者�13,235人

〇シルバー元気塾ゆうゆうコース
　�３老人福祉センター及びやすらぎ荘

63回／487人
　※�看護師による受講者への電話訪問
� 11回／131人
〇地域包括支援センターみずぬま
　�介護予防ケアマネジメント　新予
防給付� 年間管理件数1,561件
　総合相談・支援事業� 671件
　権利擁護業務� 18件
　�地域における連携体制の構築に関
わる事業� 36回
〇�新型コロナワクチン接種に係る予
約支援
　相談件数74件／支援件数38件

　在宅福祉サービス事業
〇戸ヶ崎老人デイサービスセンター
　地域密着型通所介護� 2,563人
　�介護予防・日常生活支援総合事業
第1号通所事業� 269人

　法人運営事業
〇評議員会　　　　3回
〇理事会　　　　　5回
〇監事会　　　　　2回
〇三役会議　　　　3回
〇財政委員会・事業委員会� 1回
〇社協会費加入運動
　実績口数� 29,081口
　実績額� 10,510,613円
〇社協だより発行
　6、9、12、2月� 発行部数55,700部
〇インターネットによる広報活動
　ウェブサイトのリニューアルを実施
　Facebook、Twitterを活用
〇自動販売機の設置運営
　収益金� 1,897,437円
〇後援の実施� 1件

令和3年度

事業報告の一部に表示されている
※マークは、新型コロナウイルス
感染症対策に関わる特記事項です
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老人福祉セ
ンター老人福祉セ
ンター

老人福祉セ
ンター

老人福祉セ
ンター

こういうところ！
ってってってって

　書や絵画、手工芸品などの展示を行
います。展示期間は10月31日㊊から
11月３日（㊍・㊗）までの４日間です。
　なお新型コロナ感染防止のため、舞
踊やカラオケなどのステージ発表は中
止します。

募集期間　10月17日㊊から24日㊊まで
募集作品　�書、絵画、俳句、写真、編

み物、彫刻など

彦沢老人福祉センターでのイベント（コロナがおさまったら）彦沢老人福祉センターでのイベント（コロナがおさまったら）

60歳以上で市内在住のかたであれば、どなたでも利用できる施設です。老人福祉センターとは

健やかで豊かなシニアライフを応援します
コロナ禍で運動や外出、交流機会が減っていませんか。加齢や閉じこもりがちな生活で心身機能が低下し
介護が必要な状態に近づくことをフレイルと言います。その予防のためにもぜひ施設をご活用ください。

彦沢福祉センター
のコンセプト

彦沢彦沢
今回は今回は

▲たくさんのご出品お待ちしています

▲看護師が相談に応じます
　（火・水曜）

▲�お風呂の入口で男女の入浴日を
　ご案内

▲第１・３月曜午前10時～正午に
　活動中

▲隔週の金・土曜に
　入浴剤入りのお湯を提供

▲第１・３月曜午後１時～４時に
　活動中

▲感染対策のため、
　脱衣所も常時換気を実施

▲立派なゴーヤが育ちました ▲30分を目安に交代で
　ご利用ください

▲台は公式競技で使用する
　標準サイズ

お風呂 【入浴時間】午前10時30分～午後3時30分【男性入浴日】月・水・金曜【女性入浴日】火・木・土曜

健康相談 生け花サークル 編み物サークル

緑のカーテン マッサージ機（5台） ビリヤード（1台）

彦沢まつり　　　　　　　　　　　　　彦沢まつり展示作品を募集

三郷市立
彦沢老人福祉センター

彦沢 1-201
☎︎ 048-953-5588

開館　月〜土曜（祝日含む）
　　　午前9時30分〜午後4時
休館　日曜及び12/28〜1/4
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ホームページ https://www.misato-syakyo.or.jp/ (Facebook・ブログ・Twitter もご覧ください）

社協だよりに掲載した画像に写っているかたへ、写真
を差し上げます。ご希望のかたはご連絡ください。

webで最新情報をチェック
https://www.misato-syakyo.or.jp/


