
市内でラジオ体操の輪が広まっています【館・幸町編】

●参加者の声
　老人会でラジオ体操をはじめたのがきっかけで
す。今年で８年目に入りました。いつも20人前後の
参加があります。ラジオ体操のおかげか、血管年齢
は30歳ほど若く判定が出ました！
●参加者の声
　６時30分を目指して活動するようになるので、
とても良い習慣になっています。

●参加者の声
　老人会で何かしよう！と話し合ったのがきっかけ
で、今年で４年目に入りました。雨が降らない限り毎
日実施していて、毎回30人ほど参加があります。参
加回数に応じて、「幕内」から「横綱」の称号がもらえ
る仕組みになっているため、みんな「横綱」を目指し
て一生懸命参加しています。
●参加者の声
　身だしなみを整え「おはよう」と声を掛け合うことが
楽しみのひとつです。体操をすると、食欲もわきます！

の取り組み

東の森弐番街

中央の森弐番街

●参加者の声
　母が健康のためにラジオ体操を続けているのを見て、自分も始めたいと
思ったのがきっかけです。2008年からスタートしました。当初は、11人くら
いでしたが、現在では30人以上の参加があります。
●参加者の声
　今では生活の一部になっていて、参加することによっ
て一日のリズムが整います。健康のためだけでなく、近所
の人とコミュニケーションをとることができる時間にもな
っています。

【以上の寄附は、６月１日から８月31日までのものです】

え い支 合 け い助 合

◀出席を確認する鈴木さん

寄附者 (団体 ) 金　額
志木ライオンズクラブ 100,000円
みかづき会 108,550円
匿名 10,000円

生活支援体制整備事業協議体より
　生活支援体制整備では、住民同士で助け合えるような地域を目
指して「住民主体」の地域づくりをしています。各圏域にコーディ
ネーターがいますので、お手伝いできる
ことがあればいつでもご相談ください！

健康増進センター駐車場
▼発足メンバーの前田さん
いつもお散歩途中に、参加
してくれるわんちゃんも
一緒に写ってくれました♪

▼�志木ライオンズクラブ
チャリティゴルフ大会
　実行委員長
　伊東正男様（左）

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）

▲夏休み中の小学生も

立ち上げや運営に携わる▶
スタッフの皆さん

運営に携わる小玉さん（左）と▶
鈴木さん（右）

「困りごとを抱えた人が助けてと
言える地域」が合言葉です！

月曜日から土曜日（祝休日、年末年始はお休み）６時30分～
東の森弐番街円形広場

毎日６時30分～
中央の森弐番街円形広場

月曜日から土曜日（祝休日、お盆、年末年始はお休み）
６時30分～
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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

令和４年７月から８月にかけて行われた「ボランティア体験プログラム『福祉学園』」の様子をお届けします。
詳細は２ページをご覧ください。

FacebookTwitter ホームページInstagram



福 学園祉ボランティア体験プログラム

　子どもから大人まで、だれもが気軽にボランティア活動に参加できるきっかけづくりのために、夏休み中
に志木市内の保育園やボランティア活動団体などと一緒に、ボランティアを体験することができるプログラ
ムです。今年は48のプログラムに約145人が参加しました。相手に寄り添いながら、自発的に活動する姿が
多く見られました。活動の一部を紹介します。
　来年も、たくさんの参加をお待ちしております！

いきいきサロン
高齢者の集いの場所で、囲碁を教えて
もらったり、パソコンの不具合の相談
に乗ったりしました。

社協障がい者通所施設

「つくしんぼ」

さをり折り等の反物の製作をお手伝い

NPO法人エコシティ志木
外来植物の抜き取り作業
カヤネズミの巣を発見！

NPO法人クラブしっきーず

「マンデー元気アップ」
地域の子どもや高齢者と一緒にスポーツ
用車いすを体験！

宗岡第二公民館（図書室）
普段利用している図書室の書架の整理、
配架の作業を体験

そらいろ（空彩）夏まつり
7 月 30 日に開催された、
夏まつりの運営のお手伝い
※屋外作業中のためマスクを外しています

スペース・わ
高齢者が気軽に会話を楽しむことの
できるスペースで、歴史や海外旅行
の話で盛り上がりました。

●�大人になってもボランティアや人助けが当たり前にできる
人になりたい。（外来植物の抜き取り作業を体験）

●�作ったことがないものを作ることができ、人に喜んでもら
えたのでまたやりたいと思った。（保育園の壁飾りを製作）

●�リサイクルへの意識が変わり、捨てるものでもまだ使え
るのではないかと深く考えることができるようになった。
（ぞうきんを製作）

　今年も、昨年に引き続き多くの人に参加していただきました。普段の生
活では、あまり関わることがない人達と出会い、一緒に活動することで新
しい気づきが生まれたのではないでしょうか。
　直接触れ合う体験はまだまだ難しいため、今年も自宅でできるボラン
ティアとして、保育園の壁飾りや障がい者通所施設のアクリルたわしなど
を製作してもらいました。一つひとつ丁寧に製作された作品から「誰かの
ために役立ちたい」という想いが伝わってきました。今回の体験をきっか
けに、他のボランティアにも積極的に参加してもらえればうれしいです。

保育園や子育て支援
センターの壁面に飾
る季節の飾りを製作

自宅で体験コースでは、

アクリルたわしの
仕上げに挑戦！

参加者の声 担当者より

＃だれかの幸せにつながる
＃ボランティア
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カパルリュックをプレゼント
子育て世帯が地域でつながることができるよう子育て応援品
を提供します。

対 象 �令和３年１月１日～令和３年12月31日生まれ
の子がいる市内在住の世帯

受付期間 �令和４年10月１日～令和５年３月15日
（年末年始を除く）

受取方法 �期間内に市内の子育て支援センターに母子健
康手帳をお持ちください。プレゼントはその
場で受け取れます。

問 合 せ �地域福祉担当
☎048-474-6508

今年もはじまります！
赤い羽根共同募金・地域歳末たすけあい募金配分事業

募集 訪問介護員（登録ヘルパー）
賃 金 �時給1,450円～（条件により賞与あり）
勤 務 地 志木市（移動手段は自転車）
勤 務 日 週３日以上（相談可、１件１時間程度～）
仕事内容 身体介護：排泄介助・入浴介助・買物同行など

生活援助：掃除・洗濯・調理・買い物など
資 格 �介護福祉士・介護職員初任者研修修了者（旧ホーム

ヘルパー２級）
そ の 他 �月１回会議・研修あり
応募方法 �電話にてご連絡ください。

訪問介護事業所　担当：二渡（ふたわたり）
月曜日～金曜日　９時～17時　☎048-486-0610

訪問介護事業所は総合福祉センター
脇の『東館』にあります。

資格を活かして、私たちと一緒に働いてみませんか
30 代から 70 代までの方が活躍中！

詳細についてはホーム
ページをご覧ください。

この建物の２階です！
お待ちしております

サービス提供責任者が登録ヘルパー
のスケジュール等を管理しています。

自転車に乗って、さぁ出発！
訪問介護員（登録ヘルパー）は直行・直帰が
基本です。

一番多いのはお掃除の依頼です。
指定のユニフォームを支給しています。

※感染予防対策について十分留意し、訪問しています

い
っ
て
き
ま
～
す
！

事業所内の様子 出 発 訪 問 先

介護用品の購入を支援します
在宅介護者の負担軽減や対象者の自立支援を図るため、介
護用品の購入を支援します。

対 象 �市内在住で、在宅で介護を受けて生活する
次のいずれかに該当する人
①要介護１～５の認定を受けている人
②障がい者手帳の交付を受けている人
③国、県の定める難病認定を受けている人

申込期間 �令和４年10月１日～11月30日

ひとり親世帯の皆さまへ
食品をお届けします

新型コロナウイルス感染症の影響や原油価格・物価高騰等によ
り、生活に困ったひとり親世帯の支援を行うため、食品提供
を行います。

対 象 �市内在住の児童扶養手当を受給している世帯
（生活保護世帯を除く）
対象世帯には11月上旬頃、案内を送付します。

提 供 品 �お米、お菓子など
配送期間 �申請受付後、順次配送

します。
問 合 せ �地域福祉担当

☎048-474-6508

申込方法 �所定の申請書に必要事項を記入し、志木市社会福
祉協議会に提出してください。

※�ご利用の居宅介護支援事業所、障がい児・者の相談支援事
業機関を通じて申請ができます。

申請窓口 �総合福祉センター1階（志木市上宗岡1-5-1）
地域福祉担当　☎048-474-6508

〈介護用品〉
・食事用エプロン　　　・ポータブルトイレ消臭剤
・防水シーツ　　　　　・使い捨て手袋
・浴槽滑り止めマット　・手指消毒剤

3令和4年10月号　No.207　しき社協だより



市内でラジオ体操の輪が広まっています【館・幸町編】
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す。今年で８年目に入りました。いつも20人前後の
参加があります。ラジオ体操のおかげか、血管年齢
は30歳ほど若く判定が出ました！
●参加者の声
　６時30分を目指して活動するようになるので、
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●参加者の声
　老人会で何かしよう！と話し合ったのがきっかけ
で、今年で４年目に入りました。雨が降らない限り毎
日実施していて、毎回30人ほど参加があります。参
加回数に応じて、「幕内」から「横綱」の称号がもらえ
る仕組みになっているため、みんな「横綱」を目指し
て一生懸命参加しています。
●参加者の声
　身だしなみを整え「おはよう」と声を掛け合うことが
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の人とコミュニケーションをとることができる時間にもな
っています。
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いつもお散歩途中に、参加
してくれるわんちゃんも
一緒に写ってくれました♪
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チャリティゴルフ大会
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皆さまの真心ありがとうございました
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鈴木さん（右）
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