
毎週月曜～金曜日（祝日、１２／２９～１／３は除く）

午前８：３０～午後５：１５
☎ ０４８０－４３－３２７７

相談無料・秘密厳守

（幸手市社会福祉協議会事務局内）

まずは
相談!!

支払いの滞納があって、
困っている。

収入が少なく、
今後の生活が不安。

仕事の悩みを相談したい。
どこに相談すればいいだろう。

幸手市生活自立支援センター

生活面での悩みや不安はありませんか？

幸手市生活自立支援センター

ひと
りで悩まず

どこに相談すればいいだろう。どこに相談すればいいだろう。

幸手市生活自立支援センター幸手市生活自立支援センター幸手市生活自立支援センター幸手市生活自立支援センター幸手市生活自立支援センター幸手市生活自立支援センター幸手市生活自立支援センター

ふれあいネットワーク

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

みんなにやさしいまちづくり
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平成29年11月15日現在

一般会員
（500円） 10,016件 5,008,000円
協力会員
（1,000円） 369件 369,000円
特別会員

（5,000円以上） 113件 725,000円

総額 6,102,000 円

　皆様からの会費は、地域福祉活動推進のために有効活用させていただきます

（敬称略・五十音順）

　社協会員につきましては、随時募集しております。加入方法は、社協窓口でお受けするとともに、ご

連絡をいただければ、社協職員が直接お伺いしますので、よろしくお願いいたします。

社協会員の社協会員の社協会員の
ご加入ありがとうご加入ありがとうご加入ありがとう
ございました。ございました。ございました。

社協会員加入のお願い社協会員加入のお願い社協会員加入のお願い

《特別会員にご協力いただきました皆様です》
(医)秋谷病院
㈱旭クリエイト
芦葉工藝社
㈱あったかい手
あなたの便利屋まつもとや
㈲新井設備
飯村医院
池上商店
池田石材店
いこい食堂
石原　進
(医)石塚医院
岩上歯科医院
牛村病院 
㈱ウチダ
㈲雲寿堂
㈱エステート大地
榎本　年雄
(医)遠藤医院
遠藤薬局
㈲大久保葬祭
大久保　忠三
㈱叶木型製作所
金子　駿滋
カワサキ電気東店
川村建設㈱
関東フローズン㈱
(医)木村医院
久我　英世
久我　裕道
㈲倉繁ふとん店
桑島犬猫病院
㈲小池工業
㈲幸文堂
㈲コーシマ
コスモ石油㈱中央研究所
小森谷歯科医院
昆歯科医院
㈱埼玉航空サービス

(名)斉藤長吉商店
㈱サエキ
酒井　雪夫 
㈲酒巻興業
栄商店会協同組合
坂本　忠
さくら矯正歯科医院
(医)さくら整形外科
笹子正樹司法書士事務所
幸宮神社
幸手工業団地桜和会
幸手市商工会
幸手市倫理法人会
幸手タクシー㈲
幸手都市ガス㈱
(医)さって福祉病院
佐藤　冨喜子
三州総本舗幸手店
三陽不動産㈱
下川崎自治会
㈱ジョイフル本田 幸手店
浄誓寺
しらゆりケアセンター
心鏡院
新東鉄工㈱
㈲鈴木電設
ソレアード幸手
大和不動産㈱
(医)高梨医院 高梨クリニック 
㈱髙橋医科器械店
高柳歯科医院
たからや光徳
玉木歯科医院
㈱津野製作所
出井歯科医院
東京スプリング工業㈱
㈱東武自動車
㈱東武土地建物
(医)東武丸山病院

都市管理サービス㈱幸手支店
中田商会㈱
中徳夫土地家屋調査士事務所
中村製麺所
中村電設工業㈱
中山　幸也
梨本･長島 税理士法人
㈱ならいち
成田　博
㈲野川石油店
(医)野口内科小児科医院
㈱針屋
東埼玉総合病院
ひばりヶ丘会
㈱平間自動車修理工場
ファニチャーオグリ
㈲藤沼自動車
㈱フレンドホーム
フローラ幸手
㈲プロローグ
(医)堀中病院
堀中歯科医院
前澤工業㈱
㈱マジカルプラザ
マルキヤ家具センター
宮田歯科医院
(社)みゆき会
みつば歯科エムズタウン幸手
(医)むさしのメディカルクリニック
武蔵野不動産鑑定所
山口　春信
社会保険労務士法人山口労務管理事務所
㈲山﨑陶器タイル工業
㈲渡邊家
匿名1名

（2）



社　

協

　ひとり暮らしの高齢者や障がいのある

方等で外出や調理が難しい方に、月に２

回、ボランティアの手作りのお弁当をお

　不安や寂しさを抱え、

話し相手が欲しいと思っ

　子どもが誕生して満１歳を迎えるまでの

世帯に、赤ちゃん用品券（２，０００円分）を配

届けします。

付することで、

出産をお祝いし、

経済的支援を図

ります。

・歩行器　

・シルバーカー（手押し車）

・セニアカー（電動車）

・杖　・入浴補助用具

・スロープ　など

ている方と、ボランティ

アが電話で交流し、安否

を確認します。

　ボランティアをしたい人とボランティ

アをお願いしたい人を繋ぐ、調整役を

担っています。又、ボランティアに関す

る情報発信や活動に関する相談・手続

き、新たなボランティア

の開拓や育成を目的とし

た、さまざまな講座（手

話や傾聴など）の企画実

施を行います。

　社会福祉協議会では、ご家庭で使わなくなっ

た福祉用具について、「譲りたい人」と「譲っ

て欲しい人」の間を橋渡ししています。

　ご家庭で眠っている福祉用具が、誰かの生活

の手助けになるかもしれません。登録をお待ち

しております。

　福祉用具に関する情報提供や登録手続きについては、

社会福祉協議会までお問い合わせください。

電話　０４８０－４３－３２７７

譲
り
た
い
方

譲
っ
て
欲
し
い
方

② ホームページ等で
情報提供

③ 欲しい福祉用具を
社協に申込み

①社協に登録

④双方へ連絡（斡旋）

⑤直接交渉

ホームページ等でホームページ等でホームページ等で

社協会費はこのような事業に使われています

今後も社協会費で行われている事業について、ご紹介をさせていただきます。

ひとり暮らしの高齢者などへお弁当を配達 ふれあい電話サービス事業

ボランティア・市民活動センター

子どもが誕生した世帯へ
赤ちゃん用品券を贈呈

（無償で譲渡できるものに限ります。）

問合せ先

使わなくなった福祉用具はありませんか？

対象用具

福祉用具リサイクル事業
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幸 手市健
康 福 祉 ま つ り

彩の国ボランティア体験プログラム事 業

グラウンドゴルフ「プラチナ大会」

受賞おめでとうございます

10／1　腐葉土づくり体験 10／1　手をつなぐ会
(ふれあい食事会)

11／5　イベントの手伝い
（幸手市健康福祉まつり）

　長年にわたり、ボランティアとして活動いただいている団

体や、社会福祉のためにと毎年ご寄付・寄贈いただいている

団体が表彰されました。

　長年にわたる活動に対し、深く感謝申し上げます。

　夏休み以後に実施した3つのメニューの様子

です。ご協力いただいたボランティア団体に感

謝申し上げます。

　9／25(月)、幸手総合公園陸上グラウンドに

て開催されました。天気にも恵まれ、104人が

汗を流しました。

　11／5(日)、ウェルス幸手において、第37回幸

手市健康福祉まつりが開催されました。1900人

の方が来場され、大変盛況な中、来場された皆様

には「健康」と「福祉」について触れていただき

ました。

サークル青空
幸手カラオケ連合会
沢明日香と参加者一同
ソーラン踊り　さって乱
フラ　ハイビス

【社会福祉事業特別協助者】
幸手都市ガス株式会社

幸手傾聴ボランティア・ピース

（敬称略・五十音順）

幸手市表彰（10/2） 埼玉県社会福祉大会　県知事表彰（11/10）

シラコバト賞（11/14）

たくさんの方が
集まっています

狙っています ナイスショット！

子ども用品
とりかえっこ

母子愛育会コーナー

歯科相談

手話体験

ハーモニカ歌声コンサート

物品販売

消火体験

会場全体の様子

  9/下 ～
11/末

ボランティアグループ・
子育てサロン等活動紹介

社 

協

レ
ポ
ー
ト

P H O T O
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小5
八代小学校　新井陽菜乃　さしのべよう　少しの勇気と　あったかい手

小5

吉田小学校　内藤杏寿

ボランティア　
笑顔があふれる　お手伝い

行幸小学校　宇田彩紗

ふみだそう　
小さな一歩で　大きな未来

さかえ小学校　宍戸葵

ボランティア　
出来ることから　始めよう

小6

行幸小学校　髙田幸樹

思いやり　
一人一人が　持つ心

行幸小学校　熊野楓華

助け合い　
手と手でつたえる　ボランティア

上高野小学校　穐山凛

差しのべた
その手で助かる　人がいる

中1

幸手中学校　髙田烈綺

助け合い　
絆深まる　ボランティア

西中学校　山嵜泰生

広げよう　
一人一人の　ボランティア

西中学校　岩佐美侑

自分から　
進んで活動　ボランティア

中2

幸手中学校　小林雅

さしのべる　
その手に喜ぶ　人がいる

西中学校　石﨑葵

ボランティア　
小さな事から　始めよう

西中学校　吉田翠月

広げよう　
助け合いの　人の輪を

中3

幸手中学校　イブラヒム ファウザン ユウキ

ありがとう　
その一言が　エネルギー

幸手中学校　武藤杏実

人のため　
働くことは　素晴らしい

西中学校　大和田拓

少しでも　
手伝う気持ちが　ボランティア

(敬称略)

小6
幸手小学校　小島七海　　ボランティア　笑顔になれる　あい言葉

中1
幸手中学校　生田花那　　コツコツと　きれいな未来　作ろうよ

中2
幸手中学校　小林彩未　　思いやり　一つにつなげる　ボランティア

中3
西中学校　　五十嵐圭汰　ボランティア　できることから　こつこつと

　11月5日(日)の幸手市健康福
祉まつりの会場において、小
学5年生から中学3年生の児童
生徒の皆さんから寄せられた
1,609作品の中から、最優秀
賞、優秀賞受賞者の表彰式が行
われました。
　たくさんご応募いただき、
ありがとうございました。

平成29年度　小中学生ボランティア活動作品

最優秀賞･優秀賞の発表！

最優秀賞　５作品

優秀賞
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　市障害者自立支援施設「さくらの里」、
「なのはなの里」の利用者を募集しています。
　「さくらの里」では、障害のある人に、
就労に関する知識や能力の向上に必要な
訓練を実施しています。
　また、「なのはなの里」では、生活介護
や創作的活動の機会を提供しています。
　詳細は、下記までお問い合わせください。
　◆問合せ 社会福祉課障害福祉担当

☎　(42)8435　　 
FAX　(43)5600　　

　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５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）

　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
　※予約は要りません。電話相談もお受けします。

　子育て応援まつり実行委員会が主催す
る「子育て中の親子」を対象とした楽し
いイベントが開催されます。

◆開催日　12月10日（日）　10時～15時
◆場　所　ウェルス幸手
◆ 内　容　はるぴよ隊ミニコンサート・と
うふ音頭・ミュージックベル・キッズダ

ンス・映写会・人形劇・折り紙・布遊び・

スクラップブッキング・おもちゃの病院・

フェイスペイント・キャンドル作り・折り

紙・バルーンアート・ベビーマッサージ・

人形劇・ペンダント、ブレスレット作り・

粘土工作・昔遊び・絵本を楽しもう・身体

測定・育児相談　ほか

◆主　催　子育て応援まつり実行委員会

　ペットボトルキャップ・ベルマークの
回収をしています。
　皆さまのご協力をお願いいたします。

★ベルマーク回収箱 設置場所
　幸手市役所、ウェルス幸手、中央公民館
　　※ 回収したベルマークは、市内

の小中学校へ寄付します。

★キャップ回収ポット 設置場所
　幸手市役所、ウェルス幸手
　　※ 回収後は、世界のこどもたち

にワクチンとして届きます。

お知らせ・募集・掲示板

幸手市障害者自立支援施設
「さくらの里」・「なのはなの里」

利用者募集

第12回「子育て応援まつり」開催のご案内

ボランティア相談

心配ごと相談

ペットボトルキャップ・
ベルマークの回収

問合せ先：幸手市社会福祉協議会　☎43-3277　Fax40-1460
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　今年も、幸手市支会では「つながり　ささえあう　みんなの地域づくり」をスローガン

に、共同募金運動の一環として、地域歳末たすけあい運動を実施します。

　この運動は、支援を必要とする人たちが、住み慣れた地域で安心して新たな年を迎える

ことができるよう、市民の皆様や関係団体のご協力のもと、様々な福祉活動を重点的に展

開するものです。

　歳末たすけあい募金への皆さまからの温かい思いやりとご支援をお待ちしております。

　１０月１日から始まった共同募金運動。その一環として、幸手市民生委員・児童委員

協議会、幸手市障害者自立支援施設利用者、ボーイスカウト幸手第1団の皆さんにご協

力いただき、幸手駅前や市内店舗をお借りして、街頭募金運動を実施しました。募金に

ご協力いただいた皆様に御礼申し上げます。

　なお、募金結果の詳細については、来年3月にお知らせいたします。

Ｑ．募金の方法は？
Ａ． 区長様等を通じて、各世帯に募金のお願いをしています。
団体・企業の皆様からの募金も受け付けています。

募金に関するQ&A 募金期間
12月1日から12月31日まで

１０月１日（日）・２日（月）

街頭募金における募金額

１５７，２９４円

Ｑ．募金はどんなことに使われているの？
Ａ． 経済的にお困りの方々へ慰問金（品）をお贈りします。昨
年度は、４１件のご世帯へ慰問金をお贈りしました。ま
た、福祉事業として入学金や図書カードの贈呈、大掃除
サービスの提供を実施しました。

共同募金運動へのご協力　誠にありがとうございます。
今後とも温かいご支援、ご協力よろしくお願いいたします。

歳末たすけあい募金にご協力をお願いします！

赤い羽根共同募金 街頭募金運動を実施しました

埼玉県共同募金会幸手市支会からのお知らせ埼玉県共同募金会幸手市支会からのお知らせ

歳末たすけあい募金にご協力をお願いします！歳末たすけあい募金にご協力をお願いします！

埼玉県共同募金会幸手市支会からのお知らせ

次回の社協さって市の発行は３月１日となります。
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

「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、社協さって市テープ版、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。
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