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●参加者の声
　高齢者あんしん相談センター柏の杜で開催された「ラジオ体
操説明会」に参加し、町内会でラジオ体操を始めることになりま
した。宝幢寺の住職さんが快く場所を貸してくださるので、参加
者にとって、とても貴重な場です。
●参加者の声
普段同じ町内会に住んでいても、顔を合わせることがあまりない
のですが、ここに来るとお会いできるので、とても良い機会だと感じています。

●参加者の声
　今年で３年目に入り、いつも20人ほど参加
があります。幼稚園や保育園に登園するお子
さんが通りがかりに挨拶してくれます。お子さ
んと触れ合うことで、私たちも笑顔になれるの
で、とても有り難いなぁと思っています。
●参加者の声
　ご近所の人に誘われて参加するようになりま
した。体を動かすことで、１日がスタートします！

●参加者の声
　昨年退職し、ラジオ体操に参加するようになりました。自然の移り
変わりを肌で感じることができます。

寿町町内会

中道児童遊園地

●参加者の声
　今年になり、老人会会員が25世帯から35世帯増え、60世帯にな
ったことを受け、老人会としてコロナ禍でもできることとして、ラジ
オ体操を始めました。無理なく続けられて、健康や安否確認にも役
立っているので、ラジオ体操を始めて良かったと思います。町内の
高齢化が進んでいますが、少ない人数でも継続していきたいです。
●参加者の声
　ラジオ体操に参加すると体が軽くなります。近所の人とコミュニケーションをとる良い機会にもなっています。

【以上の寄附は、９月１日から11月30日までのものです】

▲登園するお子さんを
　見送る参加者の皆さん

寄附者（団体） 金　額
大沼保雄 8,357円
匿名 5,000円
匿名 10,000円

生活支援体制整備事業協議体より
　私たちは本町結

ゆい

の会に参加している、町内会・老人会の役員メンバーです。�
　自分の世話をすることは、地域のためにつながっていくこともあります。町内会を中心とし
て、お年寄りと子どもが明るく、楽しく過ごせるような町づくりを
したいと思い、日々活動しています。�
　結の会では、今後町内の活動場所をまとめた一覧表を作成す
る予定です。自分の住んでいる町をもっと知ってもらう機会にな
ればうれしいです。�

中野町内会

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）

火曜日・木曜日・土曜日８時30分〜※雨天中止
本町１-８（成田山お不動前）

毎日８時30分〜※雨天中止
中道児童遊園地

土曜日９時〜※雨天中止　宝幢寺
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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

お金を入れやすいように、高さを合わせて活動する姿が印象的な１枚。
昨年 10月２日、ボーイスカウト志木第１団の皆さまの協力をいただき行われた街頭募金の様子です。皆さまか
らお預かりした募金は、「つながりをたやさない社会づくり」のために役立っています。詳しくは２ページをご
覧ください。

FacebookTwitter ホームページInstagram



地域に根ざした総合的な支援体制

学校福祉教育のボランティアを始めて今年で15年目に
なります。
２年ぶりにボランティア活動が再開し、体験前には子ど

もたちから「こんにちは」と挨拶してもらい、久々に元気
な様子が見れてうれしかったです。
　子どもたちが安全に体験できるよう、車いすの操作方法

を教えながら、車いすを利用
している人の気持ちを考え
てもらえるような声かけを
しています。
　今後も感染対策に気をつ
け、ボランティア活動を続け
ていきたいと思います。

あけましておめでとうございます。�
令和４年を振り返りますと、新型コロナウイルス感染症の第７波が猛威を振るい、志木市内の感染者数も１日当たり100人

を超える日が続きました。それでも感染対策を講じながら、徐々に休止していた活動の再開に努めてまいりました。特に、10
月には赤い羽根共同募金の街頭募金活動がボーイスカウト志木第１団の皆様のご協力により、３年ぶりに再開することができ
ました。�
一方、ひとり親家庭や年金生活者などの生活は、原油価格や物価の高騰により、一層、厳しさが増しているものと考えてい

ます。�
このため本年は、本会の経営理念に掲げる「地域に根ざした総合的な支援体制の実現」を目指し、町内会や民生委員・児童委
員等の力をお借りしつつ、各種相談事業や生活福祉資金貸付事業など様々な事業を通じて、支援の必要な方にしっかりと寄り
添ってまいります。また、今年の干支である卯年は、「跳ねる」にちなんで、物事が回復する年とも言われています。このため、
今年はコロナ禍からの回復を祈りつつ、地域福祉の推進に全力で取り組んでまいります。�

村上常務理事中村会長

学校福祉教育ボランティア活動が再開しました！
　コロナ禍で、学校福祉教育におけるボランティア活動も一部中止を余儀なくされていましたが、今年度から活動が再開しました。

車いす体験

ボーイスカウト志木第１団の皆さまのご協力のもと、２時
間の街頭募金活動を行い、たくさんの募金が集まりました。

今年も皆さまからお預かりした募金が活用されています。

今年度の目標金額
実施期間：12月31日まで

100%

達成率

歳末たすけあい募金

赤い羽根共同募金
6,913,000円

2,471,000円

子育て世帯にカパル
リュックなどの子育て
応援品をプレゼント

在宅で介護されている人へ
介護用品を安価な価格でお届け

ひとり親世帯への
食品提供

各町内会のご協力により、赤い羽根共同募金
活動が展開されています。

　子どもたちが安全に体験できるよう、車いすの操作方法

車いす体験 車いす・アイマスク体験ボランティア：米山さん

私は40年ほど点訳ボランティアに携わってい
ます。
担任の先生ではなく、私たちボランティアが

子どもたちの前に立つことで、新鮮に感じてく
れたようでした。授業中も、静かに話を聞いて
くれて、活発な発言も見られました。子どもた

ちの理解力にはいつも驚かされます。
今後も、学校からの依頼があれば、
できる限り続けたいと思います。
子どもたちが様々な障がいに対して
違和感を持つことなく、互いの良さ
を生かして、「お互い様」だというこ
とを知ってもらえたらうれしいです。

点字体験 点訳サークル：佐藤さん

志木市社会福祉協議会 会長　中村勝義

みんなでつくる
「支え合い」の実現を目指して。

応援品をプレゼント

在宅で介護されている人へ
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令 和 ４ 年 度 特 別 会 員 加 入 の お 礼
会費額及び会員名

 100,000円 １件 眼科龍雲堂医院 個人加入　１名 趣味のIT
（有）イケ （有）桐屋造園 （有）石榮

（有）久保建具 5,000円 62件 （有）関根化工
60,000円 １件 （株）Community Links （株）アイム志木 センチュリー21登喜和　志木店

（株）カーテクノ （株）サイフェル （特非）あおい糸 （有）ソムテック
幸町歯科口腔外科医院 あさか野農業協同組合 SOMPOケアラヴィーレ志木柳瀬川

50,000円 １件 志木北口クリニック （有）アラヰ自動車 大進建設（株）
匿名 志木市商工会 いこいの家　コンクリや 大仙寺

（医）真寿会　よこやま歯科クリニック （医）内田こどもクリニック （有）髙倉塗装
42,000円 １件 （株）新日警備保障 （特非）エコシティ志木 髙野建設（株）

志木市民生委員・児童委員協議会 関口工業（株） 大村商事（株） 髙橋石油（株）
（株）創和リハウス （司）大貫事務所 東京信用金庫　志木支店

20,000円 １件 （株）高橋内装興業 柏町歯科クリニック （有）ナカガワ
（株）ソフ. エンジニアリング （有）田中電器 かまた内科クリニック （有）西武エースプランニング

東上ガス（株） （有）神山新聞店 西山歯科医院
16,500円 １件 （特非）東上まちづくりフォーラム 川口信用金庫　志木支店 日本情報システム（株）

福島脳神経外科・内科クリニック 東洋アクア工業（株） 木下建設（株） （有）はなや
（株）那須工務店 （株）木下工務店 文化食品（株）

15,000円 １件 （株）抜井商事 木元工業（株） （有）細谷時宝
第一生命保険（株）浦和支社 （株）ハードコート （特非）クラブしっきーず （株）ホープ印刷

新座中央営業オフィス （医）博翔会　志木呼吸器科クリニック （有）麹屋ガラス （有）三枝鉄工所
ハマノ建設（株） 高齢者あんしん相談センターせせらぎ （株）三上リアルエステート

11,000円 １件 （有）北斗電設 ここ肌クリニック （株）みやかわ
（医）瑞穂会　志木瑞穂の里 （株）細田管工 米のこくまん （株）ミヤケン

（有）松山建設 幸福の森幼稚園 明央産業（株）
10,000円 39件 （株）丸喜 （株）ジェイ・エフ・ジー （有）やしき園

（株）市之瀬工務店 （株）武蔵野銀行　志木支店 志木なかもり幼稚園 山川金属興業（株）
（株）市之瀨電設 （株）ムトー電気産業 志木法律事務所 （有）リズムメディカル　リズム薬局　志木店
（株）伊東土木 （株）宗岡　 志木ロータリークラブ （有）リズムメディカル　リズム薬局　志木北店
いわさき内科・循環器科 （福）メープル会　メープル保育園 （株）清水商店 個人加入　４名

（株）上原水道 （福）邑元会　しびらき （株）志村
（株）川島屋不動産 （医）悠友会　志木駅前クリニック （株）志村ホンダ販売

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４年11月30日現在のものです。

対 象 者�以下の全てに当てはまる人
◎市内在住の人
◎�ひとり暮らしの65歳以上の人または65歳以上の人のみで構成
される世帯に属する人

　�あるいは世帯員の就労等の理由により、１日８時間以上65歳以
上の人のみになる日が週５日以上となる世帯に属する人
補助金額
購入金額から自己負担額1,000円を差し引き、上限10,000円を
補助します。※100円未満は切り捨て
補助機器
着信時に、自動で警告のアナウンスが流れ、その後通話を録音す
る電話機・FAX。または同様の機能を備えた録音機。
�※�工事費や部品代は含みません。補助の対象になるか分からない
ときは、購入前にお問い合わせください。
申請方法
以下の書類を窓口に直接または郵送でご提出ください。
※申請できるのは、購入してから３か月以内です。
①�所定の申請書（本会ホームページからダウンロードできます）
②購入した対象機器の領収書（写）
③ 〃 の取扱説明書（写）
④健康保険証などの本人確認書類（写）
申請窓口
地域福祉担当　総合福祉センター１階（志木市上宗岡１ー５ー１）
☎048-474-6508　✉vc@shiki-syakyo.or.jp

ホームページ▶

　総合福祉センター利用団体や市内福祉関係団体、
館内事業所等によるステージ発表や作品展示、体
験イベント等を実施します。

と き� �３月４日（土）10時〜15時
３月５日（日）10時〜12時30分

と こ ろ 総合福祉センター（志木市上宗岡１ー５ー１）
主 催 総合福祉センターまつり実行委員会
　　　　　社会福祉協議会
問 合 せ 総合福祉センター　☎048-475-0011

※�感染症対策のため、模擬店の実施はありません。
また、時間や内容が変更となる場合があります。
※�入場時、入場券のご記入・提出を予定していま
す。

▲昨年度の活動発表会の様子

第10回 総合福祉センターまつり
被害が増えています！
詐欺被害防止電話機等購入費補助金をご活用ください。
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●参加者の声
　高齢者あんしん相談センター柏の杜で開催された「ラジオ体
操説明会」に参加し、町内会でラジオ体操を始めることになりま
した。宝幢寺の住職さんが快く場所を貸してくださるので、参加
者にとって、とても貴重な場です。
●参加者の声
普段同じ町内会に住んでいても、顔を合わせることがあまりない
のですが、ここに来るとお会いできるので、とても良い機会だと感じています。

●参加者の声
　今年で３年目に入り、いつも20人ほど参加
があります。幼稚園や保育園に登園するお子
さんが通りがかりに挨拶してくれます。お子さ
んと触れ合うことで、私たちも笑顔になれるの
で、とても有り難いなぁと思っています。
●参加者の声
　ご近所の人に誘われて参加するようになりま
した。体を動かすことで、１日がスタートします！

●参加者の声
　昨年退職し、ラジオ体操に参加するようになりました。自然の移り
変わりを肌で感じることができます。

寿町町内会

中道児童遊園地

●参加者の声
　今年になり、老人会会員が25世帯から35世帯増え、60世帯にな
ったことを受け、老人会としてコロナ禍でもできることとして、ラジ
オ体操を始めました。無理なく続けられて、健康や安否確認にも役
立っているので、ラジオ体操を始めて良かったと思います。町内の
高齢化が進んでいますが、少ない人数でも継続していきたいです。
●参加者の声
　ラジオ体操に参加すると体が軽くなります。近所の人とコミュニケーションをとる良い機会にもなっています。

【以上の寄附は、９月１日から11月30日までのものです】
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　見送る参加者の皆さん

寄附者（団体） 金　額
大沼保雄 8,357円
匿名 5,000円
匿名 10,000円

生活支援体制整備事業協議体より
　私たちは本町結

ゆい

の会に参加している、町内会・老人会の役員メンバーです。�
　自分の世話をすることは、地域のためにつながっていくこともあります。町内会を中心とし
て、お年寄りと子どもが明るく、楽しく過ごせるような町づくりを
したいと思い、日々活動しています。�
　結の会では、今後町内の活動場所をまとめた一覧表を作成す
る予定です。自分の住んでいる町をもっと知ってもらう機会にな
ればうれしいです。�

中野町内会

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）

火曜日・木曜日・土曜日８時30分〜※雨天中止
本町１-８（成田山お不動前）
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