
生活支援体制整備事業協議体より
　支え合い啓発メンバーの水島です。
　私は現在、法テラス本部企画室に所属していますが、これまで弁護士とし
て法律相談・代理人活動を本業とする傍ら、認知症の人などの意思決定や生活を支える活動を
行ってきました。この支え合い啓発活動も地域貢献の一環としていつも楽しく参加しています。�
　協議体では現在、トーキングマット、男性の居場所づくり、高齢者への情報支援ボランティア
に関心がある人を募集しています。ぜひ私たちと一緒に活動しませんか？�
　シニア世代はもちろん、現役世代も大歓迎です。�

の取り組み

老後を快適にくらす会

柳瀬川町内会ラジオ体操

● 代表者の声
　老後を快適にくらす会は、その名のとおり、老後を楽しく、いきいき
と生活するために、暮らしに関わるさまざまな仕組みや制度を、講師
を招いて勉強しているサークル団体です。20人くらいのメンバーで、
毎月第二木曜の10時から12時に活動しています。
　シニア世代の女性が多いですが、若い世代や男性も大歓迎です！
　参加希望者はお気軽にお問い合わせください。
　老後を快適にくらす会　会長　根本マサ子　fl048-472-5767
● 参加者の声
　「15年以上お友達と一緒に続けている方や40代の頃から参加している人もい
ます。座って勉強するだけでなく、時には課外活動へ行くこともあります。レベル
の高い講習もあり、おかげで新聞を読む習慣がつきました。」
　「志木市で50年以上暮らしていたのに、知らなかったことがたくさんあって、参加して良かったと思っています。」
　「相談できる仲間に会えることも楽しみの一つです。」

● 代表者の声
　柳瀬川町内会ラジオ体操は、高齢化してきた町内会会員や土手の散歩者にも気楽に参加してもらえると思い、昨
年度から実施しています。「いつでも、どこでも、誰にでも」をキーワードに、気楽に、たった3分、第2を入れても6分程
でできることが良いところです。
　3-4年前から行いたいと考えていましたが、毎日担当者を付けていては負担が重く続かないということと、資金不
足が課題でなかなか実現できずにいました。

　社協からの情報や家電量販店で良い方法はないか調べ、助成金を申請して、
コロナ禍で中止となった町内会行事費とあわせて「タイマーセット装置」を購

入することにしました。
　現在は、その装置を町内会館に設置し、午
前6時30分と8時30分の1日2回、365日、自動
的に放送が流れるようになっています。
　春を迎え、散歩には最適な季節です。桜を
眺めながら、朝の心地よいラジオ体操に皆さ
んもぜひご参加ください！
　参加の際は、マスクの着用など感染症拡大
防止対策にご協力ください。

地 域 福 祉 事 業 寄 附 者
皆さまの真心ありがとうございました

【以上の寄附は、12月1日から2月28日までのものです】

え い支 合 け い助 合

寄附者 (団体 ) 金　額
木下道代 100,000円
㈲坂間興業 代表 坂間智子 50,000円
日本基督教団志木教会附属泉幼稚園 10,099円
埼玉司法書士会志木支部 10,000円
匿名 220,305円
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福祉のネットワークで支え合い・助け合い
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社会福祉法人 志木市社会福祉協議会
〒 353-0001 志木市上宗岡 1-5-1（総合福祉センター 1階）
☎�048-485-1177　FAX�048-475-0014

Twitter Facebook ホームページ

支え合う地域づくりを進める「生活支援体制整備事業」で提案された、本人が大切にしている思いや
希望を知り、お互いに分かち合うための英国発コミュニケーション支援ツール「トーキングマット」。
詳細は 2ページをご覧ください。



②居場所（集いの場）づくり

①支え合いの啓発

支え合う地域づくり「生活支援体制整備事業」に取り組んでいます！

これからの超高齢化社会の到来に向けて、地域住民が少しでも長く、住み慣れた地域で、安心して自分らしい暮ら
しを続けられるよう、行政・関係機関・市民が連携し、支え合いのある地域づくりを進めています。

  市の目指す地域像を設定するため、平成30年度に
「ぼく・わたしの未来デザインコンテスト」を開催し、
市内の小学生から「将来どのような地域になると良いと
思うか」をテーマに作品募集を行いました。

支え合いを広げるための具体的な方法について、次の3つのテーマごとに話し合う場（協議体）を設けています。
ご興味のある人は、協議体開催日をご案内しますのでお問い合わせください。地域福祉担当 fl048-474-6508

▶�当時の１年生が描いた作品をヒントに
目指す地域像を設定しました。

目指す地域像は「困りごとを抱えた人が助けてと言える地域」

 あなたも支え合いを広げる話し合いに参加してみませんか？

※トーキングマットとは…
　英国発祥のコミュニケーション支援ツール。
　子ども・高齢者、認知症の人、障がいのある人などを支援している現場
の職員が本人の価値観を知り、皆で共有するために開発したカードゲーム
です。
　７つのルールを踏まえることで、本人を尊重する姿勢
が自然と身につき、楽しみながら本人の趣味や希望、大
切にしていること、助けてほしいと感じていることなど
を知ることができます。

「助けて」という思いを伝えるには、相談しやすい関係づくりが必要！「トーキングマット※」を使って、お互いのことをもっと知
り合うきっかけを作ろう！

▲使い方動画

・�コロナ禍でもできる居場所活動として、屋外活動を取材
して広めよう！
・男性の居場所づくり講座を企画しよう！

・�パソコンやスマホが得意な人に呼びかけ、「情報支援ボ
ランティア」になってもらおう！
・�生活に必要な地域の情報を教えてもらえる環境を整備し
よう！

③困りごとを抱えた人への情報発信

▲２月２日にオンラインで協議体を開催

▶�男性の料理ボランティア
「おんどりクラブ」

　（定例勉強会の様子）
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  居場所づくりから始まる「支え合い・助け合い」

安心してボランティア活動が行えるようボランティア活動保険にご加入ください！

サロンとは、地域の人が気軽に集まれる居場所のことです。地域の住民が運営していて、運営するグループによっ
て茶話会や体操などさまざまな活動をしています。悩みごとを相談したり、困りごとを発見したり…。参加者同士の
見守りや支え合いにつながる場です。

そこで志木市社会福祉協議会では、地域のみなさんが気軽に参加できる「体操」「茶話会」「子ども食堂」「子育て
サロン」などの立ち上げや、その後の活動を継続して支援しています。みなさんが心の中で描いている楽しい活動をぜ
ひ実現させてみませんか？

社協ではこんな支援をしています！

「立ち上げると言っても…必要なお金はどうしたらいいの？」　
●１年度ごとに５千円の事務費を支給します。
●ボランティア行事保険に社協で一括加入いたします。
●公共施設や町内会館などの利用料、冷暖房費を全額負担します。

「自分たちの活動をもっと知ってほしい！」　
●回覧用のチラシを支給します。デザインの相談にものります。

「活動内容がマンネリ化してきた…」　
●レクリエーション用品などの備品を無料で貸し出しています。

さらに６５歳以上の人が参加する活動には…
◆イベントを開催するときには、１年度につき２万円まで支給します。
◆必要なレクリエーション備品などがあれば、２年度につき２万円まで支給します。

▲サロンくすのき　クリスマス会の様子

▲貸出備品の一部

お気軽にご相談ください！地域福祉担当　fl048-474-6508

プラン名 掛金 入院
日額

入院中の
手術

通院
日額

賠償
責任

基本プラン
１人あたり
350円

6,500円 65,000円 4,000円
5億円
(限度額)

天災・地震
補償プラン 500円

▲掛金のうち、200円を補助します。
(例)350円-200円＝150円が掛金の実質負担額です。

★傷害補償
　�ボランティア本人がケガをした場合（往復途上
や食中毒も対象となります）

★賠償責任保険
　�第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の
賠償責任を負った場合

★補償期間
　令和３年４月１日～令和４年3月31日
�※�年度途中からの加入の場合、手続き完了日の
翌日から

★加入窓口・方法
　�総合福祉センター１階にて、所定の加入申込
書に必要事項をご記入の上、掛金をお支払い
ただきます。
※�自動車に起因する場合、傷害補償のみ対応と
なります。

ボランティア活動保険とは、ボランティア活動中のさまざまな事故によるボランティア活動者の傷害や賠償責任など
について補償する保険です。市内在住又は市内に活動拠点を置くボランティア団体の会員の加入に対し、社協会費
を財源に１人あたり２００円を補助しています。

サロンをご存じですか？
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「つながりをたやさない社会づくり」　～埼玉県共同募金会志木市支会～

令和２年度　赤い羽根共同募金への ご協力ありがとうございました。
　　　　募金実績　　3,519,581　円　　　

昨年10月１日～12月31日を重点期間として行った赤い羽根共同募金では、皆様の温かいご協力によりまして、以下のように成果を収めることができました。集まった募金は、
コロナウイルスにより日常生活に困難を抱える子どもとその家族を支援する活動などにも役立てられます。（敬称略・順不同）

戸別募金　町内会等 2,648,800円

町内会・自治会名及び募金額（円）

市　場 180,000 西　町 25,000 グリーンパーク志木 17,100 

寿　町 40,000 久　保 60,000 南の森壱番街 40,000 

上　町 163,000 城ヶ丘 23,200 南の森弐番街 10,000 

仲　町 35,000 福　住 10,000 東の森壱番街 30,000 

双葉町 60,000 館 70,000 東の森弐番街 20,000 

東　町 50,000 羽根倉 150,000 中央の森壱番街 25,600 

大　原 35,000 上　木 200,000 中央の森弐番街 36,900 

中　野 80,000 宗岡三区 200,000 中央の森参番街 45,000 

柏 50,000 宗岡四区 200,000 柳瀬川 30,000 

城 80,000 宗岡五区 150,000 柳瀬川団地 15,200 

大　塚 100,000 宗岡六区 100,000 ガーデンプラザ 15,600 

中　道 70,000 ニューハイツ 32,200 シーズクラブ 10,000 

愛宕町 150,000 志木ハイデンス 40,000 

街頭募金・卓上募金（24施設） 151,369円

今年度は、新型コロナウイルス感染防止のため、はじめての試みとしてガチャガチャ募金を行いました。用意した
カパルのキーホルダー・缶バッジ・ヘアゴムは、当初の予定を大きく上回り、追加発注するほどの人気となりました。
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令和２年度　赤い羽根共同募金への ご協力ありがとうございました。
　　　　募金実績　　3,519,581　円　　　

昨年10月１日～12月31日を重点期間として行った赤い羽根共同募金では、皆様の温かいご協力によりまして、以下のように成果を収めることができました。集まった募金は、
コロナウイルスにより日常生活に困難を抱える子どもとその家族を支援する活動などにも役立てられます。（敬称略・順不同）

学校募金　5園3校 109,812円

団体名及び募金額（円）

幸福の森幼稚園 16,872 おおのみち幼稚園 5,800 宗岡第３小学校 9,427 

志木なかもり幼稚園 24,930 みわ幼稚園 14,623 宗岡第４小学校 11,842 

細田学園幼稚園 24,000 志木小学校 2,318 

募金額及び協力団体名

 84,000円　　　　　　　 ㈱那須工務店 小川会計事務所 (特非)東上まちづくりフォーラム
志木市民生委員・児童委員協議会 ㈲西武エースプランニング ㈲桐屋造園 ㈲ナカガワ
 15,000円　　　　　　　 ㈱ハードコート (特非)クラブしっきーず 日本キリスト教団志木教会　教会学校

㈱ソフ．エンジニアリング ハマノ建設㈱ ㈲麹屋ガラス ㈱抜井商事
 10,000円　　　　　　　 宝幢寺 ㈲穀万 ㈲はなや
㈱市之瀨電設 ㈲北斗電設 志木市商工会 ㈱細田管工
志木市連合婦人会 ㈱丸喜 (医)瑞穂会 志木瑞穂の里 ㈲三上薬局
㈱上原水道 ㈱三津穂志木営業所 シャローム幼児学園 ㈱三上リアルエステート
㈲志木フラワー ㈱ムトー電気産業 千光寺 ㈲やしき園
㈱新日警備保障 ㈱宗岡　宗岡セレモニーホール ㈱創和リハウス ㈲柳内屋
㈲髙木自動車 明央産業㈱ 大東ガスエネライフサービス㈱ ㈲ヤマト防災
㈱髙橋内装興業  5,000円　　　　　　　　 高倉塗装店 個人　　　　　　　　　3人
東上ガス㈱ ㈲アラヰ自動車 髙野建設㈱

個人・団体・法人募金 422,600円

職域募金（バッジ、クオカード図書カードなどの募金） 187,000円
募金額及び協力団体名

市場敷島会 志木ライオンズクラブ たけのこ文庫 武蔵野銀行志木支店

上木婦人会 志木ロータリークラブ 独立行政法人水質源機構
利根導水総合事業所秋ヶ瀬管理所

中宗岡四区せせらぎ会

久保寿会 市役所
(特非)クラブしっきーず （保育園等出先機関も含む） 福住福寿会

埼玉りそな銀行志木支店 城ヶ丘睦会 福住婦人会

すずらん 双葉町みどり会
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地域歳末たすけあい募金へのご協力ありがとうございました。

昨年末に行われた地域歳末たすけあい募金運動では、町内会をはじめとした皆様の温かいご協力に
より、たくさんの募金が集まりました。(敬称略・順不同)
集まった募金は、カパルのリュックと子育て応援本を配布する「子育て応援事業」、食事用エプロン、
使い捨て手袋など介護用品の購入額を一部負担する「介護用品購入支援事業」、生活に困窮している
人に食糧を配布する「生活困窮世帯支援事業」の事業費として活用します。

　　募金実績　　2,359,400円　　

子育て応援事業

戸別募金　町内会等 2,195,700円

町内会・自治会名及び募金額（円）

市　場 150,000 西　町 25,000 グリーンパーク志木 17,100 

寿　町 25,000 久　保 80,000 南の森壱番街 40,000 

上　町 71,000 城ヶ丘 23,900 南の森弐番街 20,000 

仲　町 35,000 福　住 50,000 東の森壱番街 30,000 

双葉町 60,000 館 80,000 東の森弐番街 20,000 

東　町 50,000 羽根倉 120,000 中央の森壱番街 25,600 

大　原 20,000 上　木 150,000 中央の森弐番街 36,900 

中　野 80,000 宗岡三区 100,000 中央の森参番街 45,000 

柏 60,000 宗岡四区 80,000 柳瀬川 40,000 

城 100,000 宗岡五区 50,000 柳瀬川団地 19,000 

大　塚 100,000 宗岡六区 100,000 ガーデンプラザ 15,600 

中　道 60,000 ニューハイツ 96,600 シーズクラブ 10,000 

愛宕町 80,000 志木ハイデンス 30,000 

介護用品購入支援事業 生活困窮世帯支援事業

学校・個人・団体・法人募金 163,700円

団体名及び募金額（円）

細田学園幼稚園 35,000 日本キリスト教団志木教会　教会学校 5,000 

幸セ会 30,000 志木市民生委員・児童委員協議会 84,000

障がい者通所施設 3,200 個人 6,500
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令 和 ２ 年 度 社 協 会 員 加 入 の お 礼

※�令和2年度の特別会員は、左記のほかに前号（1月1日

発行No.200）に掲載しています。

　敬称略・順不同・個人のお名前は掲載しておりません。

(単位：円)

令和３年度寿大学受講生募集

特 別 会 員 加 入 の お 礼
会費額及び会員名

 100,000円   5,000円  

志木北口クリニック 高橋石油㈱
NPO法人　エコシティ志木

協力地区 会費額 協力地区 会費額 協力地区 会費額

市　場 180,000 西　町 38,000 ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ志木 28,500 

寿　町 40,000 久　保 120,000 南の森壱番街 218,000 

上　町 239,000 城ヶ丘 67,000 南の森弐番街 135,500 

仲　町 70,000 福　住 169,000 東の森壱番街 171,000 

双葉町 100,000 館 115,500 東の森弐番街 124,000 

東　町 165,500 羽根倉 219,000 中央の森壱番街 107,000 

大　原 111,500 上　木 400,000 中央の森弐番街 154,500 

中　野 191,500 宗岡三区 283,000 中央の森参番街 119,500 

柏 292,000 宗岡四区 292,000 柳瀬川 40,000 

城 100,000 宗岡五区 166,500 柳瀬川団地 19,000 

大　塚 350,000 宗岡六区 267,000 ガーデンプラザ 46,500 

中　道 130,000 ニューハイツ 100,000 シーズクラブ 10,000 

愛宕町 210,000 志木ハイデンス 50,000 

60歳以上の方々の生涯学習と仲間づくりを目的
に、教養・健康・趣味などバラエティーに富んだ講座
を年間19回実施します。

町内会の皆様のご協力で集めていただいた令和2年度の社協会費の実績は、下表のとおりでした。皆様のご理解と
ご協力に深く御礼申し上げます。

と　き　令和3年4月から令和4年3月まで
　　　　原則第2、4水曜日　午後1時30分～3時30分
ところ　宗岡第二公民館
対　象　市内在住の60歳以上の人
定　員　40人
参加費　年間1,500円（材料費等の実費）
申込み　電話または来館（定員に達するまで随時受付）

問合せ　宗岡第二公民館
電　話　048-475-0013

▲物づくり講座（和紙小物制作）の様子

敬称略・順不同・個人のお名前は掲載しておりません。
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生活支援体制整備事業協議体より
　支え合い啓発メンバーの水島です。
　私は現在、法テラス本部企画室に所属していますが、これまで弁護士とし
て法律相談・代理人活動を本業とする傍ら、認知症の人などの意思決定や生活を支える活動を
行ってきました。この支え合い啓発活動も地域貢献の一環としていつも楽しく参加しています。�
　協議体では現在、トーキングマット、男性の居場所づくり、高齢者への情報支援ボランティア
に関心がある人を募集しています。ぜひ私たちと一緒に活動しませんか？�
　シニア世代はもちろん、現役世代も大歓迎です。�

の取り組み

老後を快適にくらす会

柳瀬川町内会ラジオ体操

● 代表者の声
　老後を快適にくらす会は、その名のとおり、老後を楽しく、いきいき
と生活するために、暮らしに関わるさまざまな仕組みや制度を、講師
を招いて勉強しているサークル団体です。20人くらいのメンバーで、
毎月第二木曜の10時から12時に活動しています。
　シニア世代の女性が多いですが、若い世代や男性も大歓迎です！
　参加希望者はお気軽にお問い合わせください。
　老後を快適にくらす会　会長　根本マサ子　fl048-472-5767
● 参加者の声
　「15年以上お友達と一緒に続けている方や40代の頃から参加している人もい
ます。座って勉強するだけでなく、時には課外活動へ行くこともあります。レベル
の高い講習もあり、おかげで新聞を読む習慣がつきました。」
　「志木市で50年以上暮らしていたのに、知らなかったことがたくさんあって、参加して良かったと思っています。」
　「相談できる仲間に会えることも楽しみの一つです。」

● 代表者の声
　柳瀬川町内会ラジオ体操は、高齢化してきた町内会会員や土手の散歩者にも気楽に参加してもらえると思い、昨
年度から実施しています。「いつでも、どこでも、誰にでも」をキーワードに、気楽に、たった3分、第2を入れても6分程
でできることが良いところです。
　3-4年前から行いたいと考えていましたが、毎日担当者を付けていては負担が重く続かないということと、資金不
足が課題でなかなか実現できずにいました。

　社協からの情報や家電量販店で良い方法はないか調べ、助成金を申請して、
コロナ禍で中止となった町内会行事費とあわせて「タイマーセット装置」を購

入することにしました。
　現在は、その装置を町内会館に設置し、午
前6時30分と8時30分の1日2回、365日、自動
的に放送が流れるようになっています。
　春を迎え、散歩には最適な季節です。桜を
眺めながら、朝の心地よいラジオ体操に皆さ
んもぜひご参加ください！
　参加の際は、マスクの着用など感染症拡大
防止対策にご協力ください。

地 域 福 祉 事 業 寄 附 者
皆さまの真心ありがとうございました

【以上の寄附は、12月1日から2月28日までのものです】

え い支 合 け い助 合

寄附者 (団体 ) 金　額
木下道代 100,000円
㈲坂間興業 代表 坂間智子 50,000円
日本基督教団志木教会附属泉幼稚園 10,099円
埼玉司法書士会志木支部 10,000円
匿名 220,305円
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