
市内でラジオ体操の輪が広まっています【宗岡編】

●参加者の声
　朝一体操クラブは、どなたでも参加できるよう
に公園で開催しています。近くの高齢者施設から
も多くの人が参加していて、朝のひと時がとても
良い交流になっています。「一日の出発として毎日
楽しみ！」「普段なかなか会うことできない人とこ
こで会えるのがうれしい！」という声があり、私た
ちも元気をもらっています。毎朝会って声をかけ
あう「見守り」が一番大切だと感じています。

●代表者の声
　サロンくすのきでは、集会所でお茶を飲みながらお
しゃべりをしたり、講師を招いて研修会を開催するサ
ロン活動を行っていましたが、コロナの影響で活動が
ままならず、高齢者あんしん相談センターの勧めで一
昨年からラジオ体操を始めることになりました。楽しく
コミュニケーションをとりながら、健康維持に努めてい
ます。ラジオ体操は情報交換や安否確認にもなるとこ
ろが魅力です！近隣の人にも輪が広がり、仲間づくりや
健康づくりのために参加いただけるようになるとうれ
しいです。

の取り組み

羽根倉児童公園

サロンくすのき

●参加者の声
　コロナ禍で百歳体操などが中止になったため、引きこもり防止のために毎週
欠かさず参加するようになりました。私たちは参加者名簿を毎回持参すること
になっていて、その責任感が自分の健康にもつながっていると感じています。
●参加者の声
　地域の皆さんが外出することは、健康維持につながると考えています。これ
からも継続していきたいですね。

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、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
埼玉司法書士会志木支部 10,000円
日本基督教団志木教会附属泉幼稚園 10,000円
（有）坂間興業 50,000円
四季ハイキングクラブ 11,687円
東町共楽会 31,034円
匿名 9,492円

生活支援体制整備事業協議体より
　朝一体操クラブ代表の水野です。今回は宗岡のラジオ体操を特集しま
した。 
　ラジオ体操は、自分の体力維持だけでなく、人とのふれあいがあり精神
的にもとても良い活動です。コロナ禍でも屋外なので安心して参加でき、
朝から一日爽やかで良い気分で過ごすことができます。情報交換、安否確認、仲間づくりにもつ
ながり良いことがたくさん！皆さんの地域でも始めませんか？ 

朝一体操クラブ

▼毎回20～30人が参加
　男性も多く参加しています

▼活動前の消毒・検温も
協力して行っています

▲犬の散歩ついでの参加者も
　みんなの癒しに

今後、他の地域の活動も紹介していきます！

毎週水曜日９時30分～
羽根倉児童公園（志木市立宗岡第二小学校前）

毎週火曜日10時～
宗岡団地集会所前公園

毎朝６時30分～
深町児童公園（志木ハイデンス前）
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☎ 048-485-1177　FAX 048-475-0014

FacebookTwitter ホームページ

志木市内ではフードパントリーの活動が広まっています。今回は、バイタリティあふれる新たな担い手を紹介します。
詳細は、２ページをご覧ください。
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New



　2021 年 10 月に発足した団体です。柏町を活動拠点とし
て、学生や若い世代の女性たちが中心となってフードパン
トリーをおこなっています。食料だけでなく誰もが笑顔に
なれる温かい居場所を提供してくれる「そらいろ」さんの
気になる活動の様子を追ってみました！

みんなが笑顔になれる場所

『そらいろ（空彩）』

　ボランティアをしようと思ったきっかけは、
姉からの誘いを受けてからでした。それまでは
フードパントリーという言葉を耳にしたことは
ありましたが、実際はどういった活動をおこな
っているのかは知りませんでした。実際に活動
してみると年代を問わず、さまざまな方が利用
してくださりとてもうれしく思います。

　初めは不安だったのですが、「そらいろ」
のメンバーの皆さんが私を家族だと言って
くれてすごくうれしくて。今では活動する
のが楽しくて仕方がないです！「ありがと
う」と笑顔で言われた時は参加してよかっ
たなぁと思いました。

早坂怜さん 能重百花さん

　放課後等デイサービスでアルバイトをしていく中で子どもを取り巻く環境や、各々の持つ悩みなどを感
じ、アルバイトではなく自分で何か子どもたちに直接支援できることがないかと探した時に子ども食堂や
フードパントリーのことを知り、活動を始めました。最近では子どもから高齢の方まで幅広い世代の方達
と関わることができてうれしく思います。「ありがとう」や「助かるよ」「次も来るね」と言ってもらえたり、
子どもたちの笑顔も見ることができて始めてよかったなぁ、次も頑張ろうと思えます。
　食料配布と聞くとマイナスなイメージがありますが、「そらいろ」では楽しくお祭りみたいな感覚で気軽
に来てもらえる場所づくりを目指し頑張っていきたいと思います。
　今後は子どもの居場所づくりや、異年齢の方が気軽に来ることができて交流できる場所を作っていく予
定です。一緒に楽しく活動してくれる方も募集中です！

　日々私たちが過ごしている環境の中で、地域の皆さんがさまざまな活動をされていることを友人を通して知りまし
た。微力ながら私自身仕事との両立ではありますが「誰かの為に少しでも助けたい」という想いで食料を配布していま
す。豊かな生活が送れるよう協力させていただける環境がある限り、全力でサポートしていきたいと思っております。
　皆さまから「助かってるわ」のお声をいただきます。たくさんの方に「フードパントリー」という活動があることを知
っていただけるよう引き続き活動していきます。

代表・早坂彩さん

藤田真未さん

代表の早
坂彩さん

を

直撃！

活動に密
着！
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　子育て世帯、ひとり親家庭、一人暮らしの高
齢者で生活にお困りの方などを対象に、食料を
無料で配布する活動です。顔を見て直接渡すこ
とで、食の支援だけでなく孤立を防止したり、
生活全般の支援につながるきっかけにもなりま
す。

ボランティアのメンバーにも注目
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フードパントリーって
なあに？

よろこんでくれるといいなぁ

　皆さんの協力で 11 月から「そらいろフードパントリー」を開催することができました。
ありがとうございます。活動がたくさんの方に伝わり、皆さんが気軽に利用できるよう
にこれからも工夫していきたいと思っております。
　そして 4 月から、柏町 2 丁目 27-13 にて「子どもの居場所」や「地域の皆さんがどな
たでも立ち寄れる場所」「フードドライブ／フードパントリー」の拠点を立ち上げること
になりました！皆さんのご協力、ご支援よろしくお願いします。

そらいろからメッセージ

Twitter Instagram

活動の様子などはSNSにて発信しています！
ぜひフォローしてください！

✉sorairoinfo2021@gmail.com
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そらいろさんが活用しているのは…

支え合い・助け合い活動支援

　フードパントリーや地域の人が気軽に集まれる居場所・サロン等を運営しているグループに対し、
立ち上げやその後の活動を継続して支援しています。

　その他にも、事務費の支給や備品の無料貸出、65 歳以上の人が参加するイベントや備品購入に対す
る助成金があります！
　誰かを笑顔にできる場所づくり、健康な毎日を目指す場所づくり、楽しみを共有できる場所づくり
をはじめませんか？

地域福祉担当　☎ 048-474-6508

例えば…

地域で活動する時には…

ボランティア活動保険の加入をおすすめします

　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。市内在住または市内に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。
加入窓口  総合福祉センター１階　 地域福祉担当　☎ 048-474-6508

基本プラン 天災・地震補償プラン 特定感染症重点プラン

入院日額 6,500 円

入院中の手術 65,000 円

通院日額 4,000 円

特定感染症 補償開始日から 10 日以内は補償対象外 初日から補償

地震・噴火・津波による死傷 × ○ ○

賠償責任 ５億円（限度額）

年間保険料 350 円 500 円 550 円

例）350円（基本プラン年間保険料）-200円（補助）=150円が実質負担額です。

令和４年度から「特定感染症重点プラン」が追加されました！

公共施設や町内会館などの
利用料を全額負担！

私も加入しました！

ボランティア行事用保険に
社協で一括加入するので安心！

場所を借りるのに

助成金が出るので

定期的に開催でき

ました！

※家賃は対象外です
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令和３年度　赤い羽根共同募金・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。

戸別募金　町内会等� 2,653,534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 30,000 久保 60,000 南の森壱番街 40,000�

上町 163,000 城ヶ丘 21,300 南の森弐番街 10,000�

仲町 35,000 福住 30,000 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 25,300�

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 県営志木柳瀬川団地 14,800�

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 30,000 シーズクラブ 10,000�

愛宕町 150,000 志木ハイデンス 40,000 志木の杜 9,534

街頭募金・卓上募金（24施設）� 112,610円

募金額及び協力団体名

� 84,000円　　　　　　　 大東ガスエネライフサービス㈱ � 5,000円　　　　　　　　 髙野建設㈱
志木市民生委員・児童委員協議会 ㈲髙木自動車 ㈲アラヰ自動車 ㈲ナカガワ
� 20,000円　　　　　　　 ㈱高橋内装興業 小川会計事務所 日本基督教団志木教会　教会学校
宝幢寺 ㈲田中電器 ㈱木下工務店 ㈱抜井商事
� 15,000円　　　　　　　 東上ガス㈱ ㈲久保建具 ㈲はなや
㈱ソフ.エンジニアリング （特非）東上まちづくりフォーラム （特非）クラブしっきーず ㈲三上薬局
� 10,000円　　　　　　　 ㈱那須工務店 ㈲麹屋ガラス ㈱三上リアルエステート
㈱市之瀨電設 ㈲西武エースプランニング ㈲米のこくまん ㈱宗岡セレモニーホール
市場敷島会 ㈱ハードコート ㈱ジェイ・エフ・ジー ㈲やしき園
㈱上原水道 ハマノ建設㈱ 志木市商工会 ㈲ヤマト防災
㈲桐屋造園 ㈲北斗電設 シャローム幼児学園 � 44,501円　　　　　　　
㈲鯉清 ㈱丸喜 真言宗智山派　青龍山千光院 その他
幸町歯科口腔外科医院 ㈱ムトー電気産業 ㈱創和リハウス
㈱新日警備保障 明央産業㈱ 髙倉塗装店

個人・団体・法人募金� 488,501円

赤い羽根共同募金　3,529,075円

学校募金　８園14校� 90,080円

職域募金（寄附金付きグッズによる募金）� 184,000円
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令和３年度　赤い羽根共同募金・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。

戸別募金　町内会等� 2,151,676円

街頭募金・卓上募金� 3,022円

団体名および募金額（円）

子育て支援センター�にこまある 62�

まんまある 1,028�

ぽけっと 655�

ぷちまある 581�

めばえ 696

地域歳末たすけあい募金　2,293,833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 30,000 久保 80,000 南の森壱番街 40,000

上町 71,000 城ヶ丘 23,200 南の森弐番街 20,000

仲町 35,000 福住 30,000 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 25,300

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 30,000

城 100,000 宗岡五区 50,000 県営志木柳瀬川団地 18,500

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

中道 50,000 ニューハイツ 80,000 シーズクラブ 10,000

愛宕町 80,000 志木ハイデンス 30,000 志木の杜 9,076

学校・個人・団体・法人募金� 139,135円

団体名および募金額（円）

志木市民生委員・児童委員協議会 84,000

細田学園幼稚園 33,000

上木町寿会 10,000

日本基督教団志木教会　教会学校 5,000

その他 7,135

　令和３年度も、町内会をはじめとした皆さまの温か
いご協力により、たくさんの募金が集まりました。
　集まった赤い羽根共同募金は、50％が志木市社会福
祉協議会の「地域福祉活動事業」として地域での福祉
活動の支援に充てられ、50％が埼玉県内での支援に活
用されます。
　また、地域歳末たすけあい募金は食事用エプロン・
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」、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」、生活に困窮し
ている人に食料を配布する「生活困窮世帯支援事業」
の事業費として活用します。

※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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参加者募集
地域活動支援センター教室事業

　聴覚障がいについての理解を深め、日常会話に必要な手
話の単語や表現技術を学びます。
　手話を学んだ経験があり、レベルアップをお考えの人の
受講をお待ちしております。

と き� 令和４年４月15日～11月25日までの
 毎週金曜日　10時～12時
 （４月29日、８月12日、９月23日を除く）

と こ ろ  総合福祉センター　405会議室
対 象� 市内在住・在勤・在学の高校生以上の人で、

 入門手話講習の受講経験のある人または
 同等の技能を習得している人

定 員� 20人
受 講 料 無料
講 師� 志木市聴覚障害者の会会員
締 切 り� 令和４年４月８日（金）まで
申 込 み� 地域福祉担当

 ☎048-474-6508
	 ✉vc@shiki-syakyo.or.jp

　障がいのある人が仲間と出会い、豊かな生活を送っていた
だけるよう教室事業を実施しています。それぞれの障がいに
応じた支援をしていますので、安心してご参加ください。

と こ ろ  地域活動支援センター（見学可）
対 象� 障害者手帳をお持ちの人

 ★印は、障害者手帳がなくても参加できます。

申 込 み� 地域活動支援センター　☎048-485-1800

手話で話そう
手話奉仕員養成講習会　基礎課程（全30回）

「志木音訳ボランティアもくせいの会」がボランティア功労者に対する
厚生労働大臣表彰を受賞しました！

教室名 日時 材料費
生花 第１水曜日 10時～11時30分 850円
料理 第３木曜日 10時～14時 400円
陶芸 第１水曜日 14時～15時30分 200円

さわやか体操
第３水曜日 
14時～15時30分

無料

★パステル
アート

偶数月の第４土曜日
 ①９時15分～10時45分
 ②14時～15時30分

300円

★木あそび
第１木曜日 
13時30分～15時30分

無料

★写真・
パソコン加工

不定期（年6回）
※うち２回はパソコン加工

無料

※撮影時のみマスクをはずしています

▲ 表彰式が中止となったため、
　本会常務理事が伝達しました

令和４年度音訳ボランティア養成講習会を開催します
　音訳ボランティアは目の不自由な人などのために朗読 CD を作成し、音声情報をお届けするボランティ
ア活動で、広報しきなどを音訳しています。講習では、音訳技術の基本や楽しみ方、奥深さを学びます。

と き� 令和４年５月19日～７月21日までの毎週木曜日　10時～12時
と こ ろ� 総合福祉センター　406会議室
対 象 どなたでも
定 員� 15人
受 講 料� 無料
講 師� 中島直子氏（県立久喜図書館）
締 切 り� 令和４年５月12日（木）まで
申 込 み� 地域福祉担当　　☎048-474-6508　✉vc@shiki-syakyo.or.jp

　志木音訳ボランティアもくせいの会は、
昭和57年に設立し38年にわたり、目の不
自由な人や高齢者のために、広報しき、し
き社協だより、議会だよりなどの広報紙を
音訳するボランティア活動を続けていま
す。さらに、声の雑誌「ひまわり」や市内図
書館への録音資料の寄贈、個人からの依頼
にも対応するなど、幅広く活動しています。
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令 和 ３ 年 度 社 協 会 員 加 入 の お 礼

(単位：円)

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 36,000 グリーンパーク志木 28,500

寿町 30,000 久保 120,000 南の森壱番街 215,000

上町 239,000 城ヶ丘 66,000 南の森弐番街 131,500

仲町 70,000 福住 169,000 東の森壱番街 168,500

双葉町 100,000 館 112,500 東の森弐番街 123,500

東町 150,500 羽根倉 214,500 中央の森壱番街 108,000

大原 109,500 上木 405,000 中央の森弐番街 148,000

中野 184,000 宗岡三区 283,500 中央の森参番街 128,000

柏 290,000 宗岡四区 278,500 柳瀬川 40,500

城 130,000 宗岡五区 159,000 県営志木柳瀬川団地 18,500

大塚 350,000 宗岡六区 271,000 ガーデンプラザ 46,500

中道 120,000 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 志木の杜 10,000

町内会の皆さまのご協力で集めていただいた令和３年度の社協会費の実績は、下表のとおりでした。皆さまのご理解とご協力に
深く御礼申し上げます。

志木市基幹福祉相談センター業務の受託にともない、組織を改編します！

　令和４年４月から、志木市基幹福祉相談センター業務を受託することが決定しま

した。志木市基幹福祉相談センターは「後見ネットワークセンター」「生活相談セン

ター」「障がい者基幹相談支援センター」の３つの機能が統合された相談機関です。

　福祉全般のご相談に対応します。生活の中での困りごとがあればご相談ください。

障がい

お金の管理

生活費仕事

連絡先　048-456-6021（直通） 場所　�志木市役所第１庁舎�
� フォーシーズンズ志木�

　志木市社会福祉協議会の組織体系は以下のとおり改編します。
　※こども未来課については、変更ありません。

地域福祉課

総務・地域福祉
グループ

基幹福祉相談
センター

ふれあい交流課

地域活動支援
センター

障がい者
通所施設

施設管理
グループ

長寿えがお課

障がい者の計画相談支援
業務を長寿えがお課居宅
介護支援事業所で行うこ
とにより、障がい者と高
齢者のケアプラン作成に
おいて、切れ目なく支援
ができるようにします。

New

New
New

基幹福祉相談センターを地域福祉課
に位置づけ、新たに福祉サービス利
用援助事業と法人後見事業を総務・
地域福祉グループが担います。

障がい福祉課を廃止し、施設管理グループと障が
い者通所施設、地域活動支援センターを一本化し、
いつでも誰でもがふれあい、交流できる場づくり
の推進を目指し「ふれあい交流課」とします。
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市内でラジオ体操の輪が広まっています【宗岡編】

●参加者の声
　朝一体操クラブは、どなたでも参加できるよう
に公園で開催しています。近くの高齢者施設から
も多くの人が参加していて、朝のひと時がとても
良い交流になっています。「一日の出発として毎日
楽しみ！」「普段なかなか会うことできない人とこ
こで会えるのがうれしい！」という声があり、私た
ちも元気をもらっています。毎朝会って声をかけ
あう「見守り」が一番大切だと感じています。

●代表者の声
　サロンくすのきでは、集会所でお茶を飲みながらお
しゃべりをしたり、講師を招いて研修会を開催するサ
ロン活動を行っていましたが、コロナの影響で活動が
ままならず、高齢者あんしん相談センターの勧めで一
昨年からラジオ体操を始めることになりました。楽しく
コミュニケーションをとりながら、健康維持に努めてい
ます。ラジオ体操は情報交換や安否確認にもなるとこ
ろが魅力です！近隣の人にも輪が広がり、仲間づくりや
健康づくりのために参加いただけるようになるとうれ
しいです。

の取り組み

羽根倉児童公園

サロンくすのき

●参加者の声
　コロナ禍で百歳体操などが中止になったため、引きこもり防止のために毎週
欠かさず参加するようになりました。私たちは参加者名簿を毎回持参すること
になっていて、その責任感が自分の健康にもつながっていると感じています。
●参加者の声
　地域の皆さんが外出することは、健康維持につながると考えています。これ
からも継続していきたいですね。

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、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
埼玉司法書士会志木支部 10,000円
日本基督教団志木教会附属泉幼稚園 10,000円
（有）坂間興業 50,000円
四季ハイキングクラブ 11,687円
東町共楽会 31,034円
匿名 9,492円

生活支援体制整備事業協議体より
　朝一体操クラブ代表の水野です。今回は宗岡のラジオ体操を特集しま
した。 
　ラジオ体操は、自分の体力維持だけでなく、人とのふれあいがあり精神
的にもとても良い活動です。コロナ禍でも屋外なので安心して参加でき、
朝から一日爽やかで良い気分で過ごすことができます。情報交換、安否確認、仲間づくりにもつ
ながり良いことがたくさん！皆さんの地域でも始めませんか？ 

朝一体操クラブ

▼毎回20～30人が参加
　男性も多く参加しています

▼活動前の消毒・検温も
協力して行っています

▲犬の散歩ついでの参加者も
　みんなの癒しに

今後、他の地域の活動も紹介していきます！

毎週水曜日９時30分～
羽根倉児童公園（志木市立宗岡第二小学校前）

毎週火曜日10時～
宗岡団地集会所前公園

毎朝６時30分～
深町児童公園（志木ハイデンス前）
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