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【運動期間】10月１日～令和２年３月31日
詳しくは、３頁をご覧ください。

赤い羽根共同募金 が はじまります！

皆様の温かいご支援とご協力を

よろしくお願いいたします。

「社協さって市」は、幸手市社協のホームページでもご覧いただけます。http://www.satte-syakyo.or.jp　また、朗読ボランティアグループ幸手のみなさんの
ご協力により、社協さって市CD版の提供もしています。ご希望の人は、社会福祉協議会にお問い合わせください。

資源保護のため、再生紙を
使用しています。

環境にやさしい植物油インキ
を使用しています。次回の社協さって市の発行は12月１日となります。
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11月3日（日・祝）
幸手市保健福祉総合センター
　　　　　　　　　　　（ウェルス幸手）

10：00～ 15：00

幸手市社会福祉協議会・幸手市
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第39回
幸手市

ステージ発表
・ちんどんパフォーマンス　・フラダンス
・ギター演奏　・ハーモニカ演奏　・南米音楽

・ソーラン踊り　・和太鼓演奏

詳し
くは７

頁をご覧ください。

とりかえっこ

ボランティアグループ等活動紹介
（パネル展示）

糖尿病早期発見簡易検査
歯科健康相談
お薬相談
健康相談
栄養相談

物品販売・模擬店

朗読・手話・点字・心肺蘇生など
体験コーナー多数

※他にも多数ブースを設けています。

福祉機器の貸出・購入

サロン活動を支援 ひとり暮らしの高齢者交流

障がい者とボランティアの交流 ボランティア活動の推進



１　 申請用紙は、社会福祉協議会事務局または担当民生委員宅でお受け取りく
ださい。　　

２　次の①から③の書類を１０月３１日（木）までに、社会福祉協議会事務局
または担当民生委員まで提出をお願いいたします。押印は、スタンプ式印
鑑以外でお願いします。

令和元年度 幸手市歳末福祉・慰問事業のお知らせ

　毎年、歳末たすけあい募金運動を実施し、市民の皆様から、たくさんの温かい善意をお寄せいた
だいております。
　この善意を市内に居住する経済的に困難なご世帯の方々にお贈りいたします。対象者及び申請方
法等は、次のとおりとなりますので、援護金（品）を希望される方は、
１０月１日（火）から１０月３１日（木）までに申請書の提出をお願いいたします。

  《援護金》
　次の基準の全てに該当する世帯で支援を必要とする世帯を対象とします。
　なお、生活保護世帯や施設入所が決定している方は、対象となりません。
１　市内在住で在宅で生活をしている　　
２　世帯全員の方に住民税が課税されていないこと
３　世帯収入が定められた最低生活費以内であること

  《援護金のほかに》
　上記の対象世帯のうち、次の①から③に該当する世帯にそれぞれ慰問品をお贈りします。
　①　令和２年４月２日現在、18 歳以下の子がいるひとり親世帯および里親・里子世帯の方へ慰

問品として、図書カードをお贈りいたします。
　②　小学校・中学校・高等学校に令和２年４月入学を迎える子がいるひとり親世帯および里親・

里子世帯の方へ慰問品として、入学祝金をお贈りいたします。
　③　高齢者のみの世帯（65 歳以上の高齢者）へ、大掃除サービス（照明器具・窓ガラス・網戸・

換気扇等の清掃）をいたします。
  「図書カード」「入学祝金」「大掃除サービス」を希望される方についてはお申し出ください。

　 なお、次の②・③については、社会福祉協議会が調査の資料とするため、本人に代わり「住民票」
と「住民税決定証明書」を取得させていただくことから必要となります。
　①　「歳末援護金（品）申請書」（必要事項を記入・押印）
　②　住民票の交付を受けるための「代理人選任届」１通
　③　住民税決定証明書を取得するための「代理人選任届」 １通

＊収入のある方にそれぞれ署名・押印していただきます。
【変更について】
　申請内容について、申請後に変更が生じた場合は、社会福祉協議会事務局または担当民生委員ま
でご連絡ください。

◎援護金（品）については、歳末たすけあい配分委員会で対象者の決定を行います。 
　対象となられた世帯には、12 月中に援護金（品）をお贈りいたします。
　なお、援護金額につきましては、歳末たすけあい配分委員会で決定いたします。
◎申告がお済みでないと「住民税決定証明書」は発行されない場合がございます
　ので、ご注意願います。
◎取得した個人情報は、申請書類の内容調査を目的とすることでのみ取り扱い、
　それ以外では使用いたしません。

対象者に
ついて

申込方法に
ついて

❷



 

埼玉県共同募金会幸手市支会からのお知らせ

　10 月１日から、赤い羽根共同募金が始まります。
幸手市社会福祉協議会は、埼玉県共同募金会に協力し、

「地域から孤立をなくそう」を募金テーマに掲げ、
幸手市支会として募金活動を実施しています。
　皆さまからの募金が地域を笑顔にします。
　明るく住みよい地域社会をつくるため、温かい思いやりとご支援をお待ちしております。

次の５つの方法でご協力をお願いします。

①　戸別募金
　　区長等の協力を得て、各ご家庭にご協力を

お願いします。
②　街頭募金
　　駅やスーパーの店頭で、民生委員・児童委

員やボーイスカウトの皆さん等が募金へのご
協力を呼び掛けます。

③　学校募金
　　小中学校、高等学校、大学等を通じて、児

童生徒の皆さんにご協力をお願いします。
④　職域募金
　　市役所や企業、法人、団体等の皆さんにご

協力をお願いしています。
⑤　個人大口・法人募金
　　民生委員・児童委員の協力を得て、企業等

にご協力をお願いします。

※共同募金に対する寄付は、税法上の優遇措置
の対象となります。

　共同募金では、募金を行う前に民間福祉施設
や団体から助成要望を受け付け、この要望に対
して、どれくらいの募金が集まれば支援できる
かという助成計画を立てます。この支援に必要
な資金の総額に基づき算出したのが、目標額や
目安額です。
　しかし、この助成計画は、共同募金会が立て
た目標であり、強制ではありません。寄付をし
ていただく際は、皆様のお気持ちでご寄付をお
願いいたします。

　皆様からいただいた募金の約５０％は、
幸手市社会福祉協議会で実施する事業に活
用されています。また、残りの募金は県内
の民間社会福祉団体の支援や、大規模災害
が発生した際の被災者支援のために役立て
られます。

幸手市支会目標額
4,612,000円

募金に関するQ&A

皆様のご協力よろしくお願いいたします

募金にはどんな方法があるの？

 どうして募金に目標額があるの？

 
募金はどのようなことに
使われているの？

寄附金付きグッズもございます。
社協までお気軽にお問合せください。

図書カード NEXT
1,000 円

（内募金額 500 円）

募金バッジ 500 円
〔仕様〕留め方：
　　バタフライクラッチ

クオカード 1,000 円
（内募金額 500 円）

あしがくぼの氷柱
（横瀬町）

大凧あげ祭り
（春日部市）

お知らせ・募集・　掲示板コーナー

　ボランティアを必要としている方、活動に参
加したい方の相談をお受けいたします。
◆相談日　月曜日～金曜日（祝日は除く）
◆時　間　午前８時 30 分～午後４時
◆場　所　ボランティア・市民活動センター　
 ※電話相談もお受けします（社協内）

ボランティア相談

 ◆採用予定日　　　令和 2 年 4 月 1 日

 ◆採用職種　　　　看護師または保健師　1 名

 ◆業務内容　　　　幸手市障害者自立支援施設での利用者の健康管理、衛生管理、看護業務等
 　　　　　　　　　保健衛生に関すること全般及び生活支援

 ◆受験資格　　　　①昭和 49 年 4 月 2 日以降に生まれた方（45 歳まで）
　　　　　　　　　 ②看護師または保健師の資格を有する方
　　　　　　　　　　（令和２年３月までに取得見込の方を含む）
 　　　　　　　　　③普通自動車免許の資格を有する方

 ◆受験案内　　　　11 月 1 日から社会福祉協議会窓口で配付
 　の配布　　　　　　（ホームページからダウンロード可）
　
 ◆応募受付　　　　12 月 2 日（月）から 12 月 25 日（水）まで
 　　　　　　　　　◎持参　社会福祉協議会　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
　　　　　　　　　　（土・日・祝日を除く）
 　　　　　　　　　◎郵送　消印有効（簡易書留）

 ◆試験日　　　　　1 次試験　　令和 2 年 1 月 19 日（日） 
 　　　　　　　　　※２次試験については、後日連絡
　　　※　事前に、勤務場所となる幸手市障害者自立支援施設を見学することもできますので、
　　　　　お問い合わせください。

幸手市社会福祉協議会正規職員募集

　日常生活において、家事の援助を希望するご世帯（利用会員）とサービスを提供する市民の方（協力会員）
との住民相互の助け合い活動を会員登録制で行っている有料の家事援助サービスです。
｠
≪サービスを提供する方（協力会員）≫
　市内に居住し、心身共に健全で社会福祉やこの事業を理解し、熱意をもって事業に協力、日常生活の援助を行っ
てくださる方
｠
≪サービス内容≫
　食事の支度、洗濯、掃除、買い物、話し相手、保育
｠
≪時間・活動謝礼≫
　（平日　8 時 30 分～ 17 時）　30 分　350 円～
　（土日祝及び年末年始、上記時間以外）　30 分　400 円～

有償家事援助サービス事業（桜ふれあいサービス）
協力会員募集

　日常生活の中での悩みごと心配ごと等、１日
でも早く解決出来るよう相談に応じます。
◆相談日　毎月第 2・4 木曜日
◆時　間　午後１時～午後４時
◆場　所　幸手市社会福祉協議会相談室
※予約不要。電話相談もお受けします。

心配ごと相談

　金婚を迎えるご夫婦へ記念品を差し上げます。
◆対象者　市内在住の社協の会員で、申請時に

婚姻の届出をした日から 50 年以上
になるご夫婦で、現在までに金婚の
お祝いを受けていない方。

◆申込み　婚姻年月日のわかる戸籍謄本または
夫婦どちらか一方の戸籍抄本を持参
のうえ、社協窓口へ（随時受付中）。

金婚を迎えられるご夫婦へ
-結婚 50 年の記念に -

　 赤ちゃんが生まれた世帯に、用品券を差し上
げます。
◆配付対象　市内在住の社協会員世帯で、お子

さんを出産されてから満１歳を迎
えるまでの世帯

◆申込み　　母子健康手帳（市町村長の出生届
出済証明印があるもの）及び印鑑
を持参し、社協窓口へ

◆配付内容　2,000 円分の用品券

赤ちゃん用品券配付のご案内

日　時　　令和元年 12 月 7 日（土）
時　間　　13 時 30 分～ 16 時 15 分
　　　　　（13 時開場）
場　所　　日本保健医療大学　
　　　　　幸手南キャンパス 505 講義室
内　容　　【講演 1】　牛丼と呼吸の意外な関係 ?!
　　　　　　講師　江口 勝彦先生
　　　　　　（日本保健医療大学理学療法学科学科長）
　　　　　【講演 2】碁盤に見る人生模様
　　　　　　－3歳から100歳、それぞれの人生－
　　　　　　講師　小松 英子先生
　　　　　　（看護学科非常勤講師・日本棋院棋士四段）
定　員　　120 人（申込み順）
参加料　　無料
申込み　　10 月 15 日（火）から
問合せ　　日本保健医療大学　幸手北キャンパス
　　　　　　　　　　　　　　　　（担当 : 松下）
　　　　　電話　0480-40-4848
　　　　　　　　（平日 9 時～ 17 時）
　　　　　FAX　0480-40-4860
　　　　　　　

第13回 日本保健医療大学

公　開　講　座

～“なるほど！知識”で豊かに生きる～

❸



ふれあい・いきいき  サロンのご案内 幸手市社協では、サロン活動を応援します。

① 香日向ゆうゆうクラブ
　 体操サークル

場所：コミュニティセンター
日時：毎週月曜日
　　　9時30分～11時30分
内容：健康体操
対象：香日向近隣在住の高齢者

② なごみの会

場所：コミュニティセンター
日時：毎月第2・4火曜日
　　　13時～16時
内容：情報交換、手芸、料理他
対象：聴覚に障がいのある方

③ 友遊会

場所：中5丁目4区集会所
日時：毎週金曜日
　　　13時30分～15時
内容：工作、ぬり絵、手芸、脳トレ他
対象：中５丁目近隣在住の高齢者

④ いきいきサロン
　 けんこうクラブ

場所：中5丁目2区集会所
日時：毎週月曜日
　　　10時～正午
内容：健康体操、茶話会
対象：中５丁目近隣在住の高齢者

⑨ 北町さくらサロン

場所：北町会館
日時：毎月第1・3木曜日
　　　13時～15時
内容：健康体操、茶話会
対象：北1・2丁目近隣在住の
　　　高齢者

⑩ すまいるクラブ

場所：しあわせのえきプラス
日時：毎週水曜日
　　　13時30分～15時
内容：健康体操
対象：中4丁目近隣在住の高齢者

⑪ 中 3 さわやかクラブ

場所：東会館
日時：毎週月曜日
　　　10時～11時30分
内容：健康体操、脳トレ等
対象：中3丁目近隣在住の高齢者

⑫ さわやかサロン

場所：東4区自治会館
内容：健康体操・毎週水曜日
　　　10時～11時30分
　　　茶話会・毎月1回水曜日
　　　13時30分～15時
対象：東4丁目近隣在住の高齢者

⑭ 東 2 丁目絆サロン

場所：東2丁目集会所
日時：毎月第3日曜日
　　　10時～16時
内容：茶話会
対象：東2丁目近隣在住の方

⑮ 東一丁目体操クラブ

場所：東1丁目会館
日時：毎月第1・3木曜日
　　　10時～正午
内容：健康体操、茶話会
対象：東1丁目在住の高齢者

⑯ さざんか体操クラブ東 3

場所：東3丁目町内会自治会館
日時：毎週水曜日
　　　10時～正午
内容：健康体操、茶話会
対象：東3丁目在住の高齢者

⑰ 子育てサロンくるり

場所：ウェルス幸手
日時：月1回（不定期）
　　　10時～正午
内容：茶話会
対象：子育て中の親子

⑲ みどり会

場所：幸手東武団地自治会館
日時：毎月第2水曜日
　　　13時～15時30分
内容：グリーンカフェ、
　　　暮らしの保健室
対象：緑台1丁目近隣在住の高齢者

⑤ ハッピーハンドハウス
　 サロン

場所：ハッピーハンドハウス
　　　木ごころ
日時：毎月第２月曜日
　　　14時～16時
内容：健康相談、地域の交流他
対象：南地区近隣在住の高齢者

⑥ 木ごころ倶楽部

場所：ハッピーハンドハウス
　　　木ごころ周辺
日時：毎月第4月曜日
　　　13時30分～16時
内容：茶話会、ノルディックウォーキング他
対象：南3丁目近隣在住の高齢者

⑦ 南三ふれあい健康
　 サロン

場所：さざなみ会館
日時：毎月第1・2・3水曜日
　　　10時～11時30分
内容：健康体操、茶話会
対象：南3丁目近隣在住の高齢者

⑧ さって子育てサロン
　 陽だまり

場所：南公民館
日時：毎月第2金曜日
　　　10時～11時30分
内容：手遊び、工作、子育て相談他
対象：就学前児童と保護者

⑬ 東２丁目健康体操クラブ

場所：東2丁目集会所
日時：毎月第1・2・3月曜日
　　　10時～11時30分
内容：健康体操、脳トレ、茶話会等
対象：東2丁目在住の高齢者

⑱ 東一桜ＧＧ会

場所：東1丁目一時避難場所
日時：毎週火・土曜日
　　　9時～11時半
内容：グラウンドゴルフ他
対象：東１丁目在住の方

⑳ 体操クラブ 65

場所：幸手東武団地自治会館
内容：健康体操・毎週金曜日
　　　13時15分～14時45分
　　　茶話会・毎月第3水曜日
　　　14時30分～15時15分
対象：緑台在住の高齢者

㉑ 緑台 男の健康体操
　 クラブ

場所：幸手東武団地自治会館
日時：毎月第1月曜日
　　　10時～11時30分
内容：健康体操
対象：緑台1丁目近隣在住の高齢者

㉒ ひまわりウォーキング
　 クラブ

場所：幸手団地公園
日時：毎週月・水・木・土曜日
　　　9時30分～11時
内容：健康体操、脳トレ他
対象：幸手団地近隣在住の高齢者

㉓ 栄なのはなサロン

場所：幸手団地集会所
日時：毎月第2金曜日
　　　10時～正午
内容：健康相談、茶話会等
対象：幸手団地在住の高齢者

㉔ いきいきサロンさざんか

場所：吉岡集会所
日時：毎月第3火曜日
　　　10時～正午
内容：健康の学習、情報交換他
対象：平須賀近隣在住の高齢者

㉕ 浮合サロン

場所：浮合集会所
日時：毎月1日
　　　13時30分～16時
内容：茶話会
対象：戸島在住の高齢者

㉖ 東公いきいき体操
　 クラブ

場所：東公民館
日時：毎週金曜日
　　　13時30分～15時
内容：健康体操
対象：東公民館近隣在住の高齢者

㉗ 幸手健康ウォーキング

場所：市内他
日時：毎月第３木曜日
　　　8時～16時30分
内容：健康ウォーキング他

　体操クラブ65は、毎週金曜日の午後に健康体操を行っており、月1回
第3水曜日は、体操終了後におしゃべりとティータイムを楽しんでいま
す。会場を訪れると参加者の笑い声が絶えることなく、元気にあふれて
おりました。参加者に話を伺うと、「体操に参加して体調が良くなっ
た 。 」 「 ひ と り 暮 ら し な の
で、このような話せる場が嬉
しい。」とおっしゃっており
ました。また、スタッフから
は「参加者の皆さんから元気
をもらっている。」との声が
聞かれ、とても良い雰囲気で
メンバー同士関係性の良さが
伺えました。

★体操クラブ65★ 5 ページ⑳活動紹介

サロン活動でご利用いただ
けるレクリエーション用具
の貸し出しを行っています。

≪ 貸 出 用 具 ≫
・カラーボーリングゲーム
・ポケットボールセット
・輪投げ　他

近くに住んでいる人と身近な場所で気軽に集まり

「お茶を飲みながらおしゃべりをする」「健康のため

に体操をする」「工作や手芸をする」「歌を歌う」など、

好きな活動をする交流の場です。

ふれあいいきいきサロンによってこんな効果があります。

〇 近所に友達や知り合いが増えます。

〇 みんなと会話することで、情報の交換・共有ができます。

〇 仲間との交流が深められ、支え合う関係がつくれます。

〇 気分転換ができ、孤立や閉じこもりの防止になります。

お気軽にお問い合わせください‼

社会福祉法人幸手市社会福祉協議会

TEL 43-3277

ふれあいいきいきサロンに
参加しませんか

❹
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令和初！ボランティア体験！

まだまだ募集中！〆切間近！

　今年もボランティアを体験してみたい！というたくさんの方
に、参加いただいた彩の国ボランティア体験プログラム事業。
その一部をご紹介いたします。多くの施設やボランティア・市
民活動団体、サロンにご協力をいただきながら 29 メニューを
展開しました。ご協力いただきました皆様に感謝申し上げます。

★10 月　9 日（水）13 時～ 15 時 ふれあいいきいきサロンの手伝い　場所：東武団地自治会館
★10 月 11 日（金） 　9 時～正午 子育てサロンの手伝い　場所：幸手市南公民館
★10 月 17 日（木） 　9 時 30 分～正午 子育てサロンの手伝い　場所：幸手市立図書館
★11 月　3 日（日祝）9 時 30 分～ 15 時 人形劇公演の手伝い　　場所：ウェルス幸手
★11 月　3 日（日祝）時間応相談 健康福祉まつりの手伝い　場所：ウェルス幸手
★市内の高齢者福祉施設や障害者自立支援施設も、11 月 1 日または 2 日までの体験を受付中！
詳細は、社協ホームページや電話などでご確認ください。　※対象者は別途あり。

手話講習会（基礎課程）
6/18 ～

傾聴ボランティア養成講座
（6/18　講義とワーク）

傾聴ボランティア養成講座
（7/2　演習等）

お弁当の配達

なでしこサロンの手伝い

納涼祭の手伝い

パソコンで点字体験

ふれあい・いきいき  サロンのご案内 幸手市社協では、サロン活動を応援します。

① 香日向ゆうゆうクラブ
　 体操サークル

場所：コミュニティセンター
日時：毎週月曜日
　　　9時30分～11時30分
内容：健康体操
対象：香日向近隣在住の高齢者

② なごみの会

場所：コミュニティセンター
日時：毎月第2・4火曜日
　　　13時～16時
内容：情報交換、手芸、料理他
対象：聴覚に障がいのある方

③ 友遊会

場所：中5丁目4区集会所
日時：毎週金曜日
　　　13時30分～15時
内容：工作、ぬり絵、手芸、脳トレ他
対象：中５丁目近隣在住の高齢者

④ いきいきサロン
　 けんこうクラブ

場所：中5丁目2区集会所
日時：毎週月曜日
　　　10時～正午
内容：健康体操、茶話会
対象：中５丁目近隣在住の高齢者

⑨ 北町さくらサロン

場所：北町会館
日時：毎月第1・3木曜日
　　　13時～15時
内容：健康体操、茶話会
対象：北1・2丁目近隣在住の
　　　高齢者

⑩ すまいるクラブ

場所：しあわせのえきプラス
日時：毎週水曜日
　　　13時30分～15時
内容：健康体操
対象：中4丁目近隣在住の高齢者

⑪ 中 3 さわやかクラブ

場所：東会館
日時：毎週月曜日
　　　10時～11時30分
内容：健康体操、脳トレ等
対象：中3丁目近隣在住の高齢者

⑫ さわやかサロン

場所：東4区自治会館
内容：健康体操・毎週水曜日
　　　10時～11時30分
　　　茶話会・毎月1回水曜日
　　　13時30分～15時
対象：東4丁目近隣在住の高齢者

⑭ 東 2 丁目絆サロン

場所：東2丁目集会所
日時：毎月第3日曜日
　　　10時～16時
内容：茶話会
対象：東2丁目近隣在住の方

⑮ 東一丁目体操クラブ

場所：東1丁目会館
日時：毎月第1・3木曜日
　　　10時～正午
内容：健康体操、茶話会
対象：東1丁目在住の高齢者

⑯ さざんか体操クラブ東 3

場所：東3丁目町内会自治会館
日時：毎週水曜日
　　　10時～正午
内容：健康体操、茶話会
対象：東3丁目在住の高齢者

⑰ 子育てサロンくるり

場所：ウェルス幸手
日時：月1回（不定期）
　　　10時～正午
内容：茶話会
対象：子育て中の親子

⑲ みどり会

場所：幸手東武団地自治会館
日時：毎月第2水曜日
　　　13時～15時30分
内容：グリーンカフェ、
　　　暮らしの保健室
対象：緑台1丁目近隣在住の高齢者

⑤ ハッピーハンドハウス
　 サロン

場所：ハッピーハンドハウス
　　　木ごころ
日時：毎月第２月曜日
　　　14時～16時
内容：健康相談、地域の交流他
対象：南地区近隣在住の高齢者

⑥ 木ごころ倶楽部

場所：ハッピーハンドハウス
　　　木ごころ周辺
日時：毎月第4月曜日
　　　13時30分～16時
内容：茶話会、ノルディックウォーキング他
対象：南3丁目近隣在住の高齢者

⑦ 南三ふれあい健康
　 サロン

場所：さざなみ会館
日時：毎月第1・2・3水曜日
　　　10時～11時30分
内容：健康体操、茶話会
対象：南3丁目近隣在住の高齢者

⑧ さって子育てサロン
　 陽だまり

場所：南公民館
日時：毎月第2金曜日
　　　10時～11時30分
内容：手遊び、工作、子育て相談他
対象：就学前児童と保護者

⑬ 東２丁目健康体操クラブ

場所：東2丁目集会所
日時：毎月第1・2・3月曜日
　　　10時～11時30分
内容：健康体操、脳トレ、茶話会等
対象：東2丁目在住の高齢者

⑱ 東一桜ＧＧ会

場所：東1丁目一時避難場所
日時：毎週火・土曜日
　　　9時～11時半
内容：グラウンドゴルフ他
対象：東１丁目在住の方

⑳ 体操クラブ 65

場所：幸手東武団地自治会館
内容：健康体操・毎週金曜日
　　　13時15分～14時45分
　　　茶話会・毎月第3水曜日
　　　14時30分～15時15分
対象：緑台在住の高齢者

㉑ 緑台 男の健康体操
　 クラブ

場所：幸手東武団地自治会館
日時：毎月第1月曜日
　　　10時～11時30分
内容：健康体操
対象：緑台1丁目近隣在住の高齢者

㉒ ひまわりウォーキング
　 クラブ

場所：幸手団地公園
日時：毎週月・水・木・土曜日
　　　9時30分～11時
内容：健康体操、脳トレ他
対象：幸手団地近隣在住の高齢者

㉓ 栄なのはなサロン

場所：幸手団地集会所
日時：毎月第2金曜日
　　　10時～正午
内容：健康相談、茶話会等
対象：幸手団地在住の高齢者

㉔ いきいきサロンさざんか

場所：吉岡集会所
日時：毎月第3火曜日
　　　10時～正午
内容：健康の学習、情報交換他
対象：平須賀近隣在住の高齢者

㉕ 浮合サロン

場所：浮合集会所
日時：毎月1日
　　　13時30分～16時
内容：茶話会
対象：戸島在住の高齢者

㉖ 東公いきいき体操
　 クラブ

場所：東公民館
日時：毎週金曜日
　　　13時30分～15時
内容：健康体操
対象：東公民館近隣在住の高齢者

㉗ 幸手健康ウォーキング

場所：市内他
日時：毎月第３木曜日
　　　8時～16時30分
内容：健康ウォーキング他

　体操クラブ65は、毎週金曜日の午後に健康体操を行っており、月1回
第3水曜日は、体操終了後におしゃべりとティータイムを楽しんでいま
す。会場を訪れると参加者の笑い声が絶えることなく、元気にあふれて
おりました。参加者に話を伺うと、「体操に参加して体調が良くなっ
た 。 」 「 ひ と り 暮 ら し な の
で、このような話せる場が嬉
しい。」とおっしゃっており
ました。また、スタッフから
は「参加者の皆さんから元気
をもらっている。」との声が
聞かれ、とても良い雰囲気で
メンバー同士関係性の良さが
伺えました。

★体操クラブ65★ 5 ページ⑳活動紹介

サロン活動でご利用いただ
けるレクリエーション用具
の貸し出しを行っています。

≪ 貸 出 用 具 ≫
・カラーボーリングゲーム
・ポケットボールセット
・輪投げ　他

近くに住んでいる人と身近な場所で気軽に集まり

「お茶を飲みながらおしゃべりをする」「健康のため

に体操をする」「工作や手芸をする」「歌を歌う」など、

好きな活動をする交流の場です。

ふれあいいきいきサロンによってこんな効果があります。

〇 近所に友達や知り合いが増えます。

〇 みんなと会話することで、情報の交換・共有ができます。

〇 仲間との交流が深められ、支え合う関係がつくれます。

〇 気分転換ができ、孤立や閉じこもりの防止になります。

お気軽にお問い合わせください‼

社会福祉法人幸手市社会福祉協議会

TEL 43-3277

ふれあいいきいきサロンに
参加しませんか

❺
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令和初！ボランティア体験！

まだまだ募集中！〆切間近！

　今年もボランティアを体験してみたい！というたくさんの方
に、参加いただいた彩の国ボランティア体験プログラム事業。
その一部をご紹介いたします。多くの施設やボランティア・市
民活動団体、サロンにご協力をいただきながら 29 メニューを
展開しました。ご協力いただきました皆様に感謝申し上げます。

★10 月　9 日（水）13 時～ 15 時 ふれあいいきいきサロンの手伝い　場所：東武団地自治会館
★10 月 11 日（金） 　9 時～正午 子育てサロンの手伝い　場所：幸手市南公民館
★10 月 17 日（木） 　9 時 30 分～正午 子育てサロンの手伝い　場所：幸手市立図書館
★11 月　3 日（日祝）9 時 30 分～ 15 時 人形劇公演の手伝い　　場所：ウェルス幸手
★11 月　3 日（日祝）時間応相談 健康福祉まつりの手伝い　場所：ウェルス幸手
★市内の高齢者福祉施設や障害者自立支援施設も、11 月 1 日または 2 日までの体験を受付中！
詳細は、社協ホームページや電話などでご確認ください。　※対象者は別途あり。

手話講習会（基礎課程）
6/18 ～

傾聴ボランティア養成講座
（6/18　講義とワーク）

傾聴ボランティア養成講座
（7/2　演習等）

お弁当の配達

なでしこサロンの手伝い

納涼祭の手伝い

パソコンで点字体験

❻



◎一般寄付

◎物品寄付

平成31年2月～令和元年8月（受付順･敬称略）　　単位：円

　いらなくなった洋服やおもちゃなどの子ども用品を集めて必要な人に譲り、自分の欲しい物をもらう、健康福祉まつりの
イベントの１つです。回収日に品物を持参した方に優先入場整理券を配付し、開催日に券の番号順に入場します。
※優先入場整理券の番号の配付は先着順ではなく、くじ引きとなります。

回収日　　10月 30日（水）・10月 31日（木）・11月 1日（金）
　　　　　の3日間　午前10時～午後5時
回収場所　●10月 30日（水）・10月 31日（木）　
　　　　　　→幸手市社会福祉協議会　窓口
　　　　　●11月 1日（金）　→ウェルス幸手　2階研修室
回収物　　新生児・子ども服（①必ずサイズごとに袋に入れる　②袋に
　　　　　サイズを記入する）、おもちゃ、靴、雑貨、未開封のおむつ、
　　　　　バギー、ジュニアシート（日焼けしていないもの）、絵本、
　　　　　ＤＶＤ　※ビデオ、ぬいぐるみ不可
お願い　　すべて洗濯をしてからお持ちください。
　　　　　新生児や子どもが使用するものですので、汚れがひどい場合
　　　　　はお返しすることがあります。ご了承ください。
子育てサロンくるり　新村　ＴＥＬ090－7325－4447（携帯）

ありがとう
ございました

子ども用品とりかえっこ
どなたでも参加無料

日時 11月3日（日祝）
午前10時30分～正午
優先入場整理券の番号順に入場
（券のない方は午前10時50分
から入場可）

場所 ウェルス幸手 2階研修室
※11時30分から抽選会を行います。

子ども用品とりかえっこ　回収のご案内

 大勢の皆様からたくさんの心あたたまるご

寄付をいただきまして、ありがとうござい

ました。地域の社会福祉推進のために有効

に使わせていただきます。今後ともなお一

層のご理解とご支援のほど、よろしくお願

いいたします。

健康福祉まつり

３/１8　幸手市子ども会育成連絡協議会より
　　　 　噴霧器をなのはなの里へ

2/20  サンクラブ(グラウンドゴルフ愛好会) 3,940 6/21  幸手カラオケ連合会　 70,734

2/21  匿名 3,000

2/25  株式会社　ベルク 幸手南店 24,704 6/28  匿名 3,000

2/25  株式会社　ベルク 幸手北店 38,762 7/2  むさしのメディカルクリニック 300,000

3/4  幸手タクシー　有限会社 30,000  大山 重隆

3/13  カラオケファンの集い　白石貴子 30,000 7/11  サンクラブ(グラウンドゴルフ愛好会) 2,980

3/29  幸手キリスト教会 5,000 7/23  明治大学校友会幸手地域支部         30,000

3/29  匿名 20,000 7/28  幸手Ｋ＆Ｙダンスクラブ選手会         50,000

5/8  幸手市仏教会 20,000

7/30  埼玉土建久喜幸手支部       6,9504/3  匿名 3,000

8/2  十和田 愛         31,8354/22  コーマさくらパーク 10,000

8/8  匿名 3,0004/23  幸手婦人会 10,000

8/29  MASA ballet studio 27,300

5/14  小林 千代子 10,000

5/22  折原 敏江 20,000

5/22  サンクラブ(グラウンドゴルフ愛好会) 3,890

　　 　　　 協力者：市内商店・松あや乃・恩田和子・関係者一同

幸手カラオケ連合会 様 十和田 愛 様むさしのメディカルクリニック　大山重隆 様 幸手Ｋ＆Ｙダンスクラブ選手会 様

❼



お知らせ・募集・　掲示板コーナー

　ボランティアを必要としている方、活動に参
加したい方の相談をお受けいたします。
◆相談日　月曜日～金曜日（祝日は除く）
◆時　間　午前８時 30 分～午後４時
◆場　所　ボランティア・市民活動センター　
 ※電話相談もお受けします（社協内）

ボランティア相談

 ◆採用予定日　　　令和 2 年 4 月 1 日

 ◆採用職種　　　　看護師または保健師　1 名

 ◆業務内容　　　　幸手市障害者自立支援施設での利用者の健康管理、衛生管理、看護業務等
 　　　　　　　　　保健衛生に関すること全般及び生活支援

 ◆受験資格　　　　①昭和 49 年 4 月 2 日以降に生まれた方（45 歳まで）
　　　　　　　　　 ②看護師または保健師の資格を有する方
　　　　　　　　　　（令和２年３月までに取得見込の方を含む）
 　　　　　　　　　③普通自動車免許の資格を有する方

 ◆受験案内　　　　11 月 1 日から社会福祉協議会窓口で配付
 　の配布　　　　　　（ホームページからダウンロード可）
　
 ◆応募受付　　　　12 月 2 日（月）から 12 月 25 日（水）まで
 　　　　　　　　　◎持参　社会福祉協議会　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
　　　　　　　　　　（土・日・祝日を除く）
 　　　　　　　　　◎郵送　消印有効（簡易書留）

 ◆試験日　　　　　1 次試験　　令和 2 年 1 月 19 日（日） 
 　　　　　　　　　※２次試験については、後日連絡
　　　※　事前に、勤務場所となる幸手市障害者自立支援施設を見学することもできますので、
　　　　　お問い合わせください。

幸手市社会福祉協議会正規職員募集

　日常生活において、家事の援助を希望するご世帯（利用会員）とサービスを提供する市民の方（協力会員）
との住民相互の助け合い活動を会員登録制で行っている有料の家事援助サービスです。
｠
≪サービスを提供する方（協力会員）≫
　市内に居住し、心身共に健全で社会福祉やこの事業を理解し、熱意をもって事業に協力、日常生活の援助を行っ
てくださる方
｠
≪サービス内容≫
　食事の支度、洗濯、掃除、買い物、話し相手、保育
｠
≪時間・活動謝礼≫
　（平日　8 時 30 分～ 17 時）　30 分　350 円～
　（土日祝及び年末年始、上記時間以外）　30 分　400 円～

有償家事援助サービス事業（桜ふれあいサービス）
協力会員募集

　日常生活の中での悩みごと心配ごと等、１日
でも早く解決出来るよう相談に応じます。
◆相談日　毎月第 2・4 木曜日
◆時　間　午後１時～午後４時
◆場　所　幸手市社会福祉協議会相談室
※予約不要。電話相談もお受けします。

心配ごと相談

　金婚を迎えるご夫婦へ記念品を差し上げます。
◆対象者　市内在住の社協の会員で、申請時に

婚姻の届出をした日から 50 年以上
になるご夫婦で、現在までに金婚の
お祝いを受けていない方。

◆申込み　婚姻年月日のわかる戸籍謄本または
夫婦どちらか一方の戸籍抄本を持参
のうえ、社協窓口へ（随時受付中）。

金婚を迎えられるご夫婦へ
-結婚 50 年の記念に -

　 赤ちゃんが生まれた世帯に、用品券を差し上
げます。
◆配付対象　市内在住の社協会員世帯で、お子

さんを出産されてから満１歳を迎
えるまでの世帯

◆申込み　　母子健康手帳（市町村長の出生届
出済証明印があるもの）及び印鑑
を持参し、社協窓口へ

◆配付内容　2,000 円分の用品券

赤ちゃん用品券配付のご案内

日　時　　令和元年 12 月 7 日（土）
時　間　　13 時 30 分～ 16 時 15 分
　　　　　（13 時開場）
場　所　　日本保健医療大学　
　　　　　幸手南キャンパス 505 講義室
内　容　　【講演 1】　牛丼と呼吸の意外な関係 ?!
　　　　　　講師　江口 勝彦先生
　　　　　　（日本保健医療大学理学療法学科学科長）
　　　　　【講演 2】碁盤に見る人生模様
　　　　　　－3歳から100歳、それぞれの人生－
　　　　　　講師　小松 英子先生
　　　　　　（看護学科非常勤講師・日本棋院棋士四段）
定　員　　120 人（申込み順）
参加料　　無料
申込み　　10 月 15 日（火）から
問合せ　　日本保健医療大学　幸手北キャンパス
　　　　　　　　　　　　　　　　（担当 : 松下）
　　　　　電話　0480-40-4848
　　　　　　　　（平日 9 時～ 17 時）
　　　　　FAX　0480-40-4860
　　　　　　　

第13回 日本保健医療大学

公　開　講　座

～“なるほど！知識”で豊かに生きる～
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お知らせ・募集・　掲示板コーナー

　ボランティアを必要としている方、活動に参
加したい方の相談をお受けいたします。
◆相談日　月曜日～金曜日（祝日は除く）
◆時　間　午前８時 30 分～午後４時
◆場　所　ボランティア・市民活動センター　
 ※電話相談もお受けします（社協内）

ボランティア相談

 ◆採用予定日　　　令和 2 年 4 月 1 日

 ◆採用職種　　　　看護師または保健師　1 名

 ◆業務内容　　　　幸手市障害者自立支援施設での利用者の健康管理、衛生管理、看護業務等
 　　　　　　　　　保健衛生に関すること全般及び生活支援

 ◆受験資格　　　　①昭和 49 年 4 月 2 日以降に生まれた方（45 歳まで）
　　　　　　　　　 ②看護師または保健師の資格を有する方
　　　　　　　　　　（令和２年３月までに取得見込の方を含む）
 　　　　　　　　　③普通自動車免許の資格を有する方

 ◆受験案内　　　　11 月 1 日から社会福祉協議会窓口で配付
 　の配布　　　　　　（ホームページからダウンロード可）
　
 ◆応募受付　　　　12 月 2 日（月）から 12 月 25 日（水）まで
 　　　　　　　　　◎持参　社会福祉協議会　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
　　　　　　　　　　（土・日・祝日を除く）
 　　　　　　　　　◎郵送　消印有効（簡易書留）

 ◆試験日　　　　　1 次試験　　令和 2 年 1 月 19 日（日） 
 　　　　　　　　　※２次試験については、後日連絡
　　　※　事前に、勤務場所となる幸手市障害者自立支援施設を見学することもできますので、
　　　　　お問い合わせください。

幸手市社会福祉協議会正規職員募集

　日常生活において、家事の援助を希望するご世帯（利用会員）とサービスを提供する市民の方（協力会員）
との住民相互の助け合い活動を会員登録制で行っている有料の家事援助サービスです。
｠
≪サービスを提供する方（協力会員）≫
　市内に居住し、心身共に健全で社会福祉やこの事業を理解し、熱意をもって事業に協力、日常生活の援助を行っ
てくださる方
｠
≪サービス内容≫
　食事の支度、洗濯、掃除、買い物、話し相手、保育
｠
≪時間・活動謝礼≫
　（平日　8 時 30 分～ 17 時）　30 分　350 円～
　（土日祝及び年末年始、上記時間以外）　30 分　400 円～

有償家事援助サービス事業（桜ふれあいサービス）
協力会員募集

　日常生活の中での悩みごと心配ごと等、１日
でも早く解決出来るよう相談に応じます。
◆相談日　毎月第 2・4 木曜日
◆時　間　午後１時～午後４時
◆場　所　幸手市社会福祉協議会相談室
※予約不要。電話相談もお受けします。

心配ごと相談

　金婚を迎えるご夫婦へ記念品を差し上げます。
◆対象者　市内在住の社協の会員で、申請時に

婚姻の届出をした日から 50 年以上
になるご夫婦で、現在までに金婚の
お祝いを受けていない方。

◆申込み　婚姻年月日のわかる戸籍謄本または
夫婦どちらか一方の戸籍抄本を持参
のうえ、社協窓口へ（随時受付中）。

金婚を迎えられるご夫婦へ
-結婚 50 年の記念に -

　 赤ちゃんが生まれた世帯に、用品券を差し上
げます。
◆配付対象　市内在住の社協会員世帯で、お子

さんを出産されてから満１歳を迎
えるまでの世帯

◆申込み　　母子健康手帳（市町村長の出生届
出済証明印があるもの）及び印鑑
を持参し、社協窓口へ

◆配付内容　2,000 円分の用品券

赤ちゃん用品券配付のご案内

日　時　　令和元年 12 月 7 日（土）
時　間　　13 時 30 分～ 16 時 15 分
　　　　　（13 時開場）
場　所　　日本保健医療大学　
　　　　　幸手南キャンパス 505 講義室
内　容　　【講演 1】　牛丼と呼吸の意外な関係 ?!
　　　　　　講師　江口 勝彦先生
　　　　　　（日本保健医療大学理学療法学科学科長）
　　　　　【講演 2】碁盤に見る人生模様
　　　　　　－3歳から100歳、それぞれの人生－
　　　　　　講師　小松 英子先生
　　　　　　（看護学科非常勤講師・日本棋院棋士四段）
定　員　　120 人（申込み順）
参加料　　無料
申込み　　10 月 15 日（火）から
問合せ　　日本保健医療大学　幸手北キャンパス
　　　　　　　　　　　　　　　　（担当 : 松下）
　　　　　電話　0480-40-4848
　　　　　　　　（平日 9 時～ 17 時）
　　　　　FAX　0480-40-4860
　　　　　　　

第13回 日本保健医療大学

公　開　講　座

～“なるほど！知識”で豊かに生きる～

１　 申請用紙は、社会福祉協議会事務局または担当民生委員宅でお受け取りく
ださい。　　

２　次の①から③の書類を１０月３１日（木）までに、社会福祉協議会事務局
または担当民生委員まで提出をお願いいたします。押印は、スタンプ式印
鑑以外でお願いします。

令和元年度 幸手市歳末福祉・慰問事業のお知らせ

　毎年、歳末たすけあい募金運動を実施し、市民の皆様から、たくさんの温かい善意をお寄せいた
だいております。
　この善意を市内に居住する経済的に困難なご世帯の方々にお贈りいたします。対象者及び申請方
法等は、次のとおりとなりますので、援護金（品）を希望される方は、
１０月１日（火）から１０月３１日（木）までに申請書の提出をお願いいたします。

  《援護金》
　次の基準の全てに該当する世帯で支援を必要とする世帯を対象とします。
　なお、生活保護世帯や施設入所が決定している方は、対象となりません。
１　市内在住で在宅で生活をしている　　
２　世帯全員の方に住民税が課税されていないこと
３　世帯収入が定められた最低生活費以内であること

  《援護金のほかに》
　上記の対象世帯のうち、次の①から③に該当する世帯にそれぞれ慰問品をお贈りします。
　①　令和２年４月２日現在、18 歳以下の子がいるひとり親世帯および里親・里子世帯の方へ慰

問品として、図書カードをお贈りいたします。
　②　小学校・中学校・高等学校に令和２年４月入学を迎える子がいるひとり親世帯および里親・

里子世帯の方へ慰問品として、入学祝金をお贈りいたします。
　③　高齢者のみの世帯（65 歳以上の高齢者）へ、大掃除サービス（照明器具・窓ガラス・網戸・

換気扇等の清掃）をいたします。
  「図書カード」「入学祝金」「大掃除サービス」を希望される方についてはお申し出ください。

　 なお、次の②・③については、社会福祉協議会が調査の資料とするため、本人に代わり「住民票」
と「住民税決定証明書」を取得させていただくことから必要となります。
　①　「歳末援護金（品）申請書」（必要事項を記入・押印）
　②　住民票の交付を受けるための「代理人選任届」１通
　③　住民税決定証明書を取得するための「代理人選任届」 １通

＊収入のある方にそれぞれ署名・押印していただきます。
【変更について】
　申請内容について、申請後に変更が生じた場合は、社会福祉協議会事務局または担当民生委員ま
でご連絡ください。

◎援護金（品）については、歳末たすけあい配分委員会で対象者の決定を行います。 
　対象となられた世帯には、12 月中に援護金（品）をお贈りいたします。
　なお、援護金額につきましては、歳末たすけあい配分委員会で決定いたします。
◎申告がお済みでないと「住民税決定証明書」は発行されない場合がございます
　ので、ご注意願います。
◎取得した個人情報は、申請書類の内容調査を目的とすることでのみ取り扱い、
　それ以外では使用いたしません。

対象者に
ついて

申込方法に
ついて

❾



令和元年10月１日

「社協さって市」は、赤い羽根共同募金の助成を受け、区長会のご協力により配布しております。

第97号

発　行
社会福祉法人幸手市社会福祉協議会
〒340－0152
幸手市大字天神島 1030 番地 1
幸手市保健福祉総合センター ウェルス幸手内
　☎ 43－3277　　 　40－1460
　http://www.satte-syakyo.or.jp

FAX

ふれあいネットワーク

社協さって市
みんなにやさしいまちづくり

愛ちゃんと希望くん
©中央共同募金会

【運動期間】10月１日～令和２年３月31日
詳しくは、３頁をご覧ください。

赤い羽根共同募金 が はじまります！

皆様の温かいご支援とご協力を

よろしくお願いいたします。

「社協さって市」は、幸手市社協のホームページでもご覧いただけます。http://www.satte-syakyo.or.jp　また、朗読ボランティアグループ幸手のみなさんの
ご協力により、社協さって市CD版の提供もしています。ご希望の人は、社会福祉協議会にお問い合わせください。

資源保護のため、再生紙を
使用しています。

環境にやさしい植物油インキ
を使用しています。次回の社協さって市の発行は12月１日となります。
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11月3日（日・祝）
幸手市保健福祉総合センター
　　　　　　　　　　　（ウェルス幸手）

10：00～ 15：00

幸手市社会福祉協議会・幸手市

健
康
福祉
ま
つり

健
康
福祉
ま
つり

第39回
幸手市

ステージ発表
・ちんどんパフォーマンス　・フラダンス
・ギター演奏　・ハーモニカ演奏　・南米音楽

・ソーラン踊り　・和太鼓演奏

詳し
くは７

頁をご覧ください。

とりかえっこ

ボランティアグループ等活動紹介
（パネル展示）

糖尿病早期発見簡易検査
歯科健康相談
お薬相談
健康相談
栄養相談

物品販売・模擬店

朗読・手話・点字・心肺蘇生など
体験コーナー多数

※他にも多数ブースを設けています。


