
社会福祉協議会では、誰もが住み慣れた地域で安
心して生活することができるよう、地域の皆さん
とともに“ふくしのまちづくり”を進めています。
本シリーズでは、社協の事業とともに地域で行わ
れているさまざまな活動をご紹介します。
“ふくしのまちづくり”が、

　 だんの 　 らしの 　 あわせ
につながりますように。

今回は、鶴ヶ島市ファミリー・サポート・センタ
ーをご紹介します。
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地 域 の 活 動
シ リ ー ズ ①

社協だよりは、目の不自由な障がい者の方々に、点
字版・デイジー版を発行しております。
ご希望の方は、社会福祉協議会までご連絡ください。
（協力：鶴ヶ島市点字サークル「アイ」、鶴ヶ島音訳ボ
ランティアサークル「せせらぎ」、デイジー鶴ヶ島）

　鶴ヶ島市ファミリー・サポート・センターでは、お
父さん・お母さんの子育てを地域で応援しています。
　小さいお子さんをお持ちの方、いつものお買いも
のや美容院に行く際に、お子さんを預けて少しリフ
レッシュしてみませんか？
　また、子どもが好きな方、子育てが落ち着いてき
た方、地域のお父さん・お母さんの子育てを応援し
てみませんか？
　地域の子育てのお手伝いをするには、講習会を受
講していただき、提供会員としての登録が必要にな
ります。講習会の詳細は２ページをご覧ください。

年に１度の会員交流会！昨年度は新聞と布を
使用して、クリスマス・リースの製作や、松
ぼっくりにマニキュアを塗ってツリーを製作
し、楽しい時間を過ごしました♪

実際の活動の様子を見に、提供会員宅に訪問
しました。何度か同じ方に預かってもらって
いるので、利用会員のお子さんも慣れ、おや
つを食べてニコニコで遊んでいました♪

ファミリー・サポート・センター会員交流会

提供会員宅での、一時預かり
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保育サービス講習会
受付を開始しました

　鶴ヶ島市ファミリー・サポート・セ
ンターでは、子育ての援助をしたい方
（提供会員）と子育ての援助を依頼し
たい方（利用会員）が会員となり、地
域の中での子育てを応援し活動してい
ます。
　利用会員からの依頼、相談に合わせ
てコーディネーターが提供会員にお手
伝いをお願いします。その後、事前打
合せを経て活動を開始していただきま
す。
　現在、提供会員が不足しています。
少しでも興味のある方、ぜひ受講くだ
さい。ご協力いただける方をお待ちし
ています。

ファミリー・サポート・センターとは

対　象　講習会の全日程（基本編６回）に出席し、
提供会員として活動出来る市内在住の方
（２０歳以上）

内　容　一般財団法人女性労働協会が定める「保育
サービス講習会カリキュラム」に基づく

定　員　２０人
費　用　無料
会　場　鶴ヶ島市役所　６階会議室
日　程　７月１３日（木）〜７月２１日（金）のうち

平日６日間　午前９時〜１２時
申込み　社会福祉協議会事務局に電話等により、

７月１０日（月）　午後５時まで

　保育サービス講習会の受講者を募集します。講習
会は、現在の子育てに沿った項目となっているので、
提供会員としての活動だけでなく、身近なお子さん
やご自身のお子さんと関わる中でも実践いただける
内容となっています。

講習会「子どもの栄養と食生活」
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第２次鶴ヶ島市地域福祉計画・
鶴ヶ島市社会福祉協議会地域福祉活動計画

　第２次地域福祉計画及び第２次地域福祉活動計画は、平成２９年度から平成３３年度までの
計画です。団塊の世代が７５歳を迎える平成３７年に向け、重点目標「いきいき暮らせるまち
の地域包括支援体制をつくろう」の最終目標を立てました。

策　定

しまし
た！

重点目標と基本目標

いきいき暮らせるまちの地域包括支援体制をつくろう

重点目標

○見守り、受け止めるシステム
づくり

○ふれあい、交流のシステムづ
くり

○市民の支え合いのシステムづ
くり

○市民と多様な団体との支え合
いのシステムづくり

○災害に備えた支援のシステム
づくり
○生活困窮者の支援のシステム
づくり
○社会的孤立を防止するシステ
ムづくり
○高齢者の地域包括ケアシステ
ムづくり
○権利擁護のシステムづくり

○健康・生きがいを培うシステム
づくり
○社会参加を促すシステムづくり

支え合いの仕組みで
安心できる地域を
つくろう

基本目標２ 地域のふれあいで
支え合いの仕組みを
つくろう

基本目標１

安心できる地域で
いきいき暮らせるまちを
つくろう

基本目標３

家事や必要な支援をする有償の仕組み

利用料　１時間当り　７５０円⇒８００円
社会情勢の変化とふれあいサービス事業の質の確保、また、協力会員確保と継続性を考え、
利用料を変更しました。（参考：全国平均　利用料９４２.８円　担い手の受け取り７８３.５円）

掃除、買い物、話し
相手等週１回１時間
程度ご協力いただけ
る協力会員も大募集
しています！

〜鶴ヶ島の地域包括支援体制の構築を目指して〜〜鶴ヶ島の地域包括支援体制の構築を目指して〜
誰もが　安心して　いきいきと暮らせるまちをつくります

（住民参加型生活支援活動） 平成２９年６月１日より

計画は、こちらからダウンロードできます。

ふれあいサービスの利用料が変わりました！ふれあいサービスの利用料が変わりました！

鶴ヶ島市地域福祉計画 検索で



　ふれあい・いきいきサロン　とは、参加する一人ひ
とりが共に楽しい時間を過ごしながら「地域の一員」
としての気持ちを高め、つながりを再構築し、地域
の助け合いが広がっていく場です。今年度は、登録
サロン59団体に対し、42サロンから申請を受け付
け、サロン活動に助成が決定しています。今後も引
き続き、サロン活動を紹介していきますのでお楽し
みに！

　地域支え合い協議会　とは、おおむね小学校区の地
域ごとに、助け合い隊事業、防災事業、子ども委員
会、サロン等の事業を行っています。現在、市内で
６地域設立しており、今年度も、新たな協議会が設
立する予定です。

　福祉教育・ボランティア体験学習推進校　とは、学
校等にかかわる子どもや保護者が、地域の方々と連
携し、社会福祉への理解と関心を高め、自立と社会
連帯への精神を養うとともに、実践活動へと展開で
きる取り組みについて、特に重点的に取り組んでも
らえる学校をプレゼンにより決定しています。今年
度は、小学校８校、中学校２校が決定し、各学校の
取り組みが行われます。

　地域福祉の推進のために、さまざまな角度から関係団体やボランティア・市民活動団体等
が自主的、主体的に展開している事業に活用しています。

藤小学校　避難所運営ゲーム

サザン地域支え合い協議会　福祉全体会

富士見健康体操　活動の様子

ご協力いただきましたご協力いただきました 会費の使いみち会費の使いみち社会福祉協議会会員 社会福祉協議会 会員募集今年もよろしくお願いします！

4

社協会員からはじまる、あなたの地域福祉活動！！

　社会福祉協議会（社
しゃきょう

協）では、住民会員制度をとって
おり、多くの市民の皆さまや関係団体・機関と協働しな
がら、身近な地域で共に支え合う地域福祉を基本に 

“ふだんの暮らしの幸せ”を目指しています。

　地域の皆さまから寄せられる社協会員会費やご意見等
は、福祉課題の把握とその解決を図るための住民福祉活
動などの貴重な社会資源となっています。

＝７月は会員加入促進月間です＝
　会員の加入方法は、自治会を通してお願いする方法があります。自治会から推薦された福祉委員を中
心として、自治会長や班長の皆さまのご協力により各世帯にお願いしています。また、自治会の組織が
ない地域や自治会に加入していない方は、社会福祉協議会（市庁舎６階）で加入（更新）手続きを承ります。

今年も皆さまのご加入を心からお待ち申し上げます。
「ふくしのまちづくり」のため、社協の事業にご理解、ご協力をお願いします。

個人会員 年額一口　　 ５００円 個人入会者や世帯など

団体会員 年額一口　　１,０００円 社会福祉団体、ボランティア、市民活動団体など

賛助会員 年額一口　１０,０００円 法人、事業所、篤志家など

社協会員会費

＆ＡＱ Ａ
Ｑ 社協会員会費は、なぜ納めるの？

　赤い羽根共同募金の配分金や寄附金、そして社協会員会費が、社
協本来の住民主体の地域福祉活動を行うための大切な財源です。

Ａ Ａ

Ａ

Ｑ Ｑ

Ｑ

会員会費の使いみちは？ 会員になるにはどうすればいいの？

会員の特典はあるの？

　地域福祉活動を推進している関係団体
やボランティア、市民活動団体等の支援
につながっています。詳細は、次ページ
をご覧ください。

　会員申込書のご記入をお願いします。申込書は、
自治会を通じて加入の呼びかけのご協力をお願い
しています。また、社協窓口でも加入できます。
来所が困難な場合は、ご連絡ください。
※住所、氏名のご記入がないと登録できませんの
で、ご了承ください。

　以下の事業が利用できます。
①　住民参加型生活支援活動
　　（つるがしまふれあいサービス）
②　車いすや介護ベッド貸出事業
③　３人乗り自転車貸出事業

　昨年度は
個人会費６,０９９口・団体会費８９口・
賛助会費９８口、合計４,１１８,５００円が

市内で行われている
地域福祉活動に使われました。
ありがとうございました！
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平成２９年度鶴ヶ島市社会福祉協議会会計資金収支予算

収
　
入

支
　
出

会員会費� ４,１９０千円
寄附金� ２,３５０千円
補助金� ６９,３９５千円

助成金� ２６０千円
受託金� １２８,９５７千円
貸付事業� １,４００千円

事業収入� ２４,９５０千円
その他の収入� １２,５０６千円

地域福祉活動� ７６,９２０千円
生活困窮者支援� ２２,１９４千円
子育て支援� ３,１６５千円

障がい者支援�１１５,３９６千円
高齢者支援� １３,７３１千円
権利擁護支援�１２,６０２千円 予算総額� ２４４,００８千円

会員会費１.７%

寄附金１.０%

補助金２８.４%

助成金０.１%

受託金５２.８%

貸付事業０.６%

事業収入
１０.２%

その他の収入５.２%

権利擁護支援５.２%

地域福祉活動３１.５%

生活困窮者支援９.１%

障がい者支援４７.３%

子育て支援１.３%

高齢者支援５.６%
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彩の国ボランティア体験プログラム２０１７彩の国ボランティア体験プログラム２０１７

プログラム一覧表配布場所プログラム一覧表配布場所 申込受付期間申込受付期間

●社会福祉協議会（市役所６階）
●市民センターなどの公共施設
で、配布を予定しています。
また、市内の児童生徒には、各小中学校
から配布します。

●７月18日（火）～７月21日（金）
午前９時～午後５時
鶴ヶ島市社会福祉協議会事務局
（市役所６階）

　彩の国ボランティアプログラムが今年も始まります。今までボランティア活動に参
加したことがない方も、はじめの一歩が踏み出せなかった方も、この機会にボランテ
ィア活動に参加してみませんか？

手話体験

ボランティア体験プログラムの詳しい内容は、プログラム一覧表をご確認ください。
はじめ

の一
歩

はじめ
の一
歩

あたたかい善意、ありがとうございました。
（社会福祉協議会への寄附）

350-2217　鶴ヶ島市三ツ木　16 - 1
電話　049-271-6011 FAX　287-0557

No.132　平成29年7月1日発行
社会福祉
法　　人鶴ヶ島市社会福祉協議会
Counc i l　　o f　　Soc ia l　　We l fa re

ふくしのまち
編 集・ 発 行
Tsurugash ima

窓　口　一　覧

■鶴ヶ島市社会福祉協議会　事務局

　（月〜金曜日　午前９時〜午後５時１５分）
　電話　049−271−6011（代表）　FAX　049−287−0557

〒３５０−２２１７　鶴ヶ島市三ツ木１６−１（市庁舎６階）

■鶴ヶ島市立障害者生活介護施設「きいちご」

〒３５０−２２１７　鶴ヶ島市三ツ木９３５−１
　（月〜金曜日　午前９時〜午後５時１５分）

　電話　049−287−7456　FAX　049−298−3241

こ
の
社
協
だ
よ
り
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す

坂戸・鶴ヶ島地区労働組合協議会� ３８,２００円
岩沢一真� ３,３１５円
坂戸市福島県人会� １０,０００円
長久保小学校６年生� ２５２円
株式会社ベルクすねおり店お客様一同� ２７,７０８円
チョキチョキはなちゃん� ２２,４４８円
富士見ゴルフクラブ� ９,３８１円
第９回北市民チャリティーカラオケまつり実行委員会　
歌謡サークル暖流会、スイート＆ポテト、日本舞踊はなぶさ会� ２０,０００円
エコ鶴市民の会� ５,４８６円
宇津木登代夫� ２００,０００円
五十嵐久也� ５,０００円
南チャリティーカラオケ歌謡祭� １０,０００円
三品麻衣� 著書「こころの中のマグカップ」３０冊
鈴木美奈子� 手編みクッション４３０枚

お寄せいただきました善意は、社会福祉事業に活用させ
ていただきます。（順不同、敬称略）

その他、匿名にて６名の方から寄附金、１名の方からパ
ンフラワーをお寄せいただきました。

（平成２９年２月１日〜平成２９年５月３１日）

鶴ヶ島市社会福祉協議会

内　容　地域生活支援事業に伴う事務とコーディネ
ート

資　格　普通自動車運転免許（AT限定可）
時　給　９００円〜１２００円

※勤務条件、取得資格等により判断
勤　務　月曜日〜金曜日のうち週４日
時　間　午前９時〜午後５時
待　遇　交通費、雇用保険あり
採用方法　書類選考及び面接

電話連絡の上、履歴書、資格証明（写し）
を提出してください。

問合せ・提出先：
窓口一覧「社会福祉協議会　事務局」まで

職 員 募 集 の お 知 ら せ
生活支援員コーディネーター（非常勤）

埼玉県共同募金会を通じて、被災された方々を支援す
ることを目的に義援金を募集しております。被災され
たみなさまに、心よりお見舞い申しあげます。

ご協力ありがとうございました。

◎岩手県台風１０号大雨等災害義援金� １,７４３円
◎平成２８年鳥取県中部地震災害義援金� ２,０７７円

引き続き、義援金を募集しております。

みなさまのあたたかいご支援・ご協力をよろしくお願
い申し上げます。
◎平成２８年熊本地震義援金（平成３０年３月３１日まで）

災 害 義 援 金

FAX　049−271−6277　電話　049−271−6278
◦手話通訳事業担当

電話　049−277−3317◦権利擁護支援センター
◦障害者相談支援事業所

電話　049−277−4116　FAX　049−277−4117
◦鶴ヶ島市生活サポートセンター
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