
生活支援体制整備事業協議体より
　幸町マンションの老人クラブ・コスモスクラブの碇です。

　住民の高齢化・独居化が進んでいます。そこで今回は、ボードゲーム、スマ

ホ教室、カーレットを取り上げ、皆さんに集まっていただける“場”づくりに

取り組みました。	

　町内会や老人クラブなどの皆さんとご相談させていただき、市内に多くの

“場”とその運営をする“担い手”を増やすことが必要だと考えています。	

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
（受付順、敬称略）

【以上の寄附は、9月1日から11月30日までのものです】

寄附者 (団体 ) 金　額
匿名 1,000円
匿名 50,000円
ワクワク旅行会 52,367円
匿名 2,825円
匿名 5,000円
匿名 10,000円

　地域に仲間がいることが充実した生活につながるという内容の講演や市内の活動の紹介などを行いました。
●参加者から
　紹介のあった料理ボランティア団体に興味を持ったので、今度連絡してみようと思います。（50代男性）

11月6日（土）講演「地域デビューを楽しもう！」

●志木やなせがわボードゲーム部から
　定例の会では親子連れが多く、今回、男性の方々、地域の団体
と新しく知り合えたことで、当初の目的である幅広い年代での仲
間づくりにつながる良いきっかけとなりました。
ボードゲーム会はこちらで活動中！
開 催 日 毎月第２土曜日　午後１時30分から４時30分
会 場 柳瀬川図書館　視聴覚室

11月14日（日）「ボードゲーム体験」

●志木カーレットクラブから
　今回小学生から大人まで約20人が参加しました。チーム戦ですぐに
仲良くなれるため、いつの間にか仕切る人、張り切って投げる人など役
割が生まれ、一球一球に声援や歓声が上がり盛り上がりました。これ
を機に今後も参加いただけることを期待しています。
カーレットクラブはこちらで活動中！
開 催 日 毎月第１・３木曜日　午後１時30分から４時00分
会 場 宗岡公民館　研修室

11月28日（日）「カーレット体験」

●参加者から
　いまひとつスマホの使い方がわからなかったため参加しました。また、家にいるばかりで
はいけないと、友人を誘って申し込みました。（80代男性）

11月19日・26日「スマホ写真講座」

男性の居場所づくり講座「大人のビタミンクラブ」を開催しました！

　仕事以外の新しい仲間との出会いが少ない！地域活動への参加には勇気がいる…そんな地域の男性からの声を受けて、特に
男性に楽しんで参加していただけるようなイベントを開催しました！
　「大人のビタミンクラブ」という名前は、日々の食事からビタミンを摂取するように、普段の生活に地域活動や仲間づくりの機
会を取り入れることで、より生活が豊かになってほしいという思いを講座名に込めました。
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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

　「コロナ禍でやむなく活動を休止することもありましたが、ようやく再開す
ることができ、利用者の皆さんには『待ってました』とおっしゃっていただけ
るので、やりがいがあります」、「もっと団体のことを知ってもらい、高齢者の
皆さんの楽しみにつながればとてもうれしいですね」と話されているのは、語
楽の会代表の近藤さん（右）と副代表の大村さん（左）です。
　お二人は、志木市内で「語楽の会」という傾聴ボランティアを行っている団
体のメンバーとして、個人宅や施設を訪問し、お話を聴く活動を続けています。
　この機会に「傾聴」について学んでみませんか？詳細は 2ページをご覧くだ
さい。

「耳」と「目」と「心」を傾ける『傾聴ボランティア』



「人の話を聴く」傾聴ボランティア

新しい形の地域福祉活動を推進し
支え合い・助け合いの「つながり」を取り戻す

志木市社会福祉協議会 会長　中村勝義
志木市社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症が拡大

する中、新しい生活様式に沿った地域活動のあり方を協議しながら、
市民の皆様と一緒に地域福祉活動を推進してまいりました。特に、
失業や休業等による生活困窮の課題に対しては、生活福祉資金貸
付事業やフードバンク事業等の支援に取り組んでいるところです。
今後、新型コロナウイルス感染症が終息した後には、新しい地域
社会が構築され、より豊かな日々を過ごせるようになると感じてお
り、それまでの間は段階的・長期的な取り組みが必要であると考え
ています。
本年も、コロナ禍において希薄になってしまった「つながり」の再
構築を目指して、ボランティア活動や地域福祉活動の推進に、社協
職員一丸となって取り組んでまいります。
今後も本会へのご支援、ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げ

ます。

案 内

矢田常務理事 中村会長

※撮影時のみマスクを外しています。

志木市話し相手ボランティア「語楽の会」ホームページ▶

講演会

はじめての傾聴ボランティア
～話し相手がいることの大切さ～

と き� 令和4年1月15日（土）
	 10時30分～12時
と こ ろ 	総合福祉センター　ホール
対 象� どなたでも
定 員� 20人
参 加 費 無料
講 師� 横山貴美子氏
締 切 り� 令和4年1月14日（金）まで
申 込 み� 地域福祉担当　☎048-474-6508
	 ✉vc@shiki-syakyo.or.jp
主 催� 志木市話し相手ボランティア「語楽の会」

コロナ禍などで外出することが難しい高齢者の孤立を予防するために、志木市では「語楽の会」という傾聴（話し
相手）ボランティア団体が活動しています。自宅や高齢者施設に月1回、2人1組で訪問し、昔のこと、趣味のことな
どのお話を聴いています。
傾聴ボランティアとして活動するためには、専門的な知識が必要になる場面があるため、これか

ら傾聴ボランティアとして活躍したい、傾聴について知りたいと考えている人は以下の講演会や養成
講座にご参加ください。

講 座

傾聴ボランティア養成講座（全５回）

と き� 令和4年2月2日～3月9日
	 2月23日を除く、毎週水曜日
	 13時～15時（最終日は15時30分まで）
と こ ろ 	総合福祉センター　405会議室
対 象� どなたでも
定 員� 20人
参 加 費 無料
講 師� 	NPO法人パートナーシップアンド	

リスニングアソシエーション
締 切 り� 令和4年1月21日（金）まで
申 込 み� 地域福祉担当　☎048-474-6508
	 ✉vc@shiki-syakyo.or.jp
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小学校4年生・中学校2年生を中心に「福祉教育」に取り組んでいます

令 和 3 年 度 特 別 会 員 加 入 の お 礼
会費額及び会員名

 100,000円 ２件 関口工業（株） 米のこくまん
（有）イケ （有）髙木自動車 幸福の森幼稚園
匿名 （株）高橋内装興業 （株）ジェイ・エフ・ジー

（有）田中電器 志木なかもり幼稚園
 50,000円 １件 東上ガス（株） （有）志木フラワー

（株）カーテクノ （特非）東上まちづくりフォーラム 志木ロータリークラブ
（株）那須工務店 （株）清水商店

 42,000円 １件 （株）ナバケン （医）粋明会 クレセント歯科クリニック
志木市民生委員・児童委員協議会 （株）抜井商事 （有）石榮

（株）ハードコート （有）関根化工
 20,000円 ３件 ハマノ建設（株） センチュリー21登喜和　志木店
関東図書（株） （有）北斗電設 （株）創和リハウス
幸町歯科口腔外科医院 （有）松山建設 SOMPOケアラヴィーレ志木柳瀬川

（株）ソフ. エンジニアリング （株）丸喜 大進建設（株）
（株）三津穂　志木営業所 大仙寺

 15,000円 １件 （株）武蔵野銀行　志木支店 髙倉塗装店
第一生命保険（株）浦和支社 （株）ムトー電気産業 髙野建設（株）
　　　　　　新座中央営業オフィス （株）宗岡　宗岡セレモニーホール 髙橋石油（株）

（福）メープル会　メープル保育園 東京信用金庫　志木支店
 11,000円 １件 （福）邑元会　しびらき （有）ナカガワ

（医）瑞穂会　志木瑞穂の里 個人加入　１名 （有）西武エースプランニング
日本情報システム（株）

 10,000円 36件  5,000円 55件 （有）はなや
（株）市之瀬工務店 あさか野農業協同組合 文化食品（株）
（株）市之瀨電設 （有）アラヰ自動車 （株）細田管工
（株）伊東土木 いこいの家　コンクリや （有）細谷時宝
いわさき内科・循環器科 （医）内田こどもクリニック （株）ホープ印刷

（株）上原水道 （特非）エコシティ志木 （有）マルシンミート
荻野光一税理士事務所 大村商事（株） （有）三枝鉄工所

（株）川島屋不動産 かまた内科クリニック （株）三上リアルエステート
眼科龍雲堂医院 （有）神山新聞店 （株）みやかわ

（有）久保建具 川口信用金庫　志木支店 （株）ミヤケン
（有）鯉清 木下建設（株） 明央産業（株）
（株）サイフェル （株）木下工務店 （有）やしき園
志木北口クリニック 木元工業（株） 山川金属興業（株）
志木市商工会 （有）桐屋造園 （有）リズムメディカル リズム薬局 志木店

（医）真寿会　よこやま歯科クリニック （特非）クラブしっきーず （有）リズムメディカル リズム薬局 志木北店
（株）新日警備保障 （有）麹屋ガラス 個人加入　３名

順不同・敬称略・個人のお名前は掲載しておりません。

会員一覧は令和３年12月13日現在のものです。

主な内容

・ふくしのお話
・障がい当事者のお話

・�車椅子体験・アイマスク体験
・手話体験・点字体験

講　話 体　験

①ふくしのお話 ②手話体験

①「ふくしのお話」は、福祉について勉強する第一
歩として、福祉はすべての人に関わりがあることや
身近な福祉のマークの絵について話します。

②手話体験では、聞こえない人は見た目では分か
らないことやどんなことに困っているか話します。
また、「おはよう」「こんにちは」「すき」「きらい」
など簡単な手話を学びます。
普段は学校に行き対面で行いますが、新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、ZOOMで実施しま
した。

〈担当者の声〉
宗岡第四小学校で福祉体験を行った児童が「駅で視

覚障がい者の方が困っていたので声をかけてお手伝い
しました」と教えてくれました。みんなが幸せに暮らせ
るように体験で学んだことや感じたことを活かしてほし
いと思います。

報 告
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