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福祉の心を育む交
社会福祉協議会では、平成25年度よリノ」ヽ・中学生の福

祉教育を―層推進する観点から、学校、福祉施設、社会福

祉協議会で連携し、福祉教育の充実・強化を目指すととも

に、寄付文化の醸成や、福祉施設の社会貢献活動の促進、

新たな交流事業を創造して、児童・生徒の豊かな福祉の

心を育むことを目的に本事業を実施しております。

事業内容は、小・中学校の児童 0生徒に家庭にあるタオ

ルや箱ティッシュ等の寄付を募り施設へ寄付をし、施設は

新刊図書を小・中学校に寄付することで、小・中学生の頃

から寄付をすることの大切さを学び福祉施設を知ってもら

うきっかけにもなります。

このように学校と施設が交流

を重ねることで、小・中学校の

児童・生徒の福祉の心を育み

ます。



社会福祉協議会幡羅支会では、 7月 23日

(土)親子木工教室・ 8月 3日 (水)かわは く

&工場見学 と夏休みの自由研究に役立てていた

だくような企画を開催 しました。

親子木工教室

川本地区にある

川本園さんのご厚

意により、小物入

れの作成指導をし

ていただきました。

親子で仲良く応、っ

かちゃんの小物入

れを作りました。

応、っかちゃんメダルやたくさんの賞品をゲット
し、みんな大満足。
まだまだ、遊びたいところですが、ピエ□さ

んは「次のお仕事があります。」

毎年恒例の夏休み子 どもお楽 しみ会は小学生

対象に幡羅地区青少年健全育成会・幡羅公民館

との共催により実施 していますが今年は体育館

が使用できないためバスで出かけることにな り

ました。

かわはく&ク リクラエ場見学

クリクラでは製造工程やミュージアム見学で水につい

て学びました。
かわはく (川の博物館)では、博物館の学習よリア

ドベンチャーランドでの水遊びが楽しかったかも ?

式典後の演芸の部では幡羅

幼稚園・常盤幼稚園・幡羅小

学校の皆さんの素晴 らしい演

技のほか、深谷市出身の古今

亭志ん丸さんのお楽 しみ落語

やお楽 しみ抽選会で大盛 り上

がりでした。

巨―mall:shakyo@bb.knet.ne.jp
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マス釣 り大会は、大寄地内・大塚島の五ケ村

用水路において、毎年 10月 に開催しています。

回を重ね、今年で第 20回となりました。

今年は 10月 9日 (日 )、 雨上がりの曇 り空

のもと、強い風が吹く中での開催となりました。

用水路にマスを放流し、先に子どもが釣 りを楽

しんだ後に、大人も子どもと一緒に糸を垂らし

ます。釣 り上げる直前で糸が切れてしまう残念

な場面もありましたが、見事釣 り上げた時の子

どもたちの笑顔は微笑ましいかぎりです。

また、釣 りの後には子どもたちがマスのつか

み取 りを行いました。肌寒いにもかかわらず、

普段は入れない用水路に下 りて、ひざまで水に

浸かりながら夢中になってマスを追いかけてい

ました。

前日の準備では、自治会長、マス釣 り委員、

大寄小学校の先生、青少年育成推進員、消防第

9分団の皆さまのご協力により、用水路の清掃

を行い、堰を設けて地下水を溜め、立派な釣 り

堀をつくりあげていただきました。

会場周辺の皆さまにも、準備の段階からご協

力をいただき開催しています。

このように、大寄地区マス釣 り大会は、地域

の大人に見守られながら、子どもたちが楽しい

時間を過ごす行事となっています。

:襲平

彦

■ホームページ http://wwwofukaya― shakyo.com/ 深谷市社協で検索 !



岡部地区では、平成 28年 9月 8日 (木)に

深谷市民文化会館の大ホールにおいて 「敬老会」

を開催 しました。

敬老会は、高齢者の長寿を祝 うとともに多年

にわた り社会に貢献されたことに感謝 し、地域

住民が高齢者福祉について関心 と理解を深めて

もらうことを目的として、毎年、多 くの地域の

方々のご協力をいただき開催しています。

当日は、岡部地区の75歳以上の方々に来場

いただき、式典では、慶祝記念品が、 99歳
(白 寿)と 88歳 (米寿)の代表の方に贈呈さ

れ、また、お祝いの言葉を多くの来賓の方々よ

りいただきました。

また、埼玉県警察本部 「ひまわり」の寸劇に

より、振り込め詐欺等の被害に遭わないように

注意を呼びかけました。

そして、式典後の演芸の部では、地域の保育

施設である、あゆみ幼児園の子どもたちからチ

アダンスと和太鼓演奏を、エンゼル保育園の子

どもたちか ら鼓笛演奏のかわいい

プレゼン トが送 られたほか、一木

ひろしさんによる五木ひろしもの

まねショーも公演され、楽 しいひ

と時を過ごしていただきました。

巨―mail:shakyo@bb.knet.ne.jp



《協力施設》

社会福祉協議会でお こなっている福

祉の心を育む交流事業では学校 と施設

が交流す ることで、小中学校の児童・

生徒の福祉の心を育みます。

現在、市内の小学校 19校、中学校

9校、福祉施設 15施設が本事業に参

加 しています。
順不同・敬称略
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特別養
‐
護1老人ホニム あかつき

●(深谷市藤野木 117)

介1護老人保健施設 FOMA・ なごみ
■●(深谷市新戒 413-1)||‐ |

1介 1護老人保健施設 はなみずさ ‐

|● (深谷市柏合 1041-1)||
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‐

(深谷市本郷 341-1)
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|
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|

|(深谷1市本田491511)●

特別養護老人|ホ■ム飛1鳥の搬
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|

|(深‐谷市1上1原 496)||‐ |‐ |

特別養護老人|ホ
|■|ム |フラウ|■|ヴキラ

|‐ (深谷市小前由26.フア)|■ |

鯰 期  日

鸞 行  先

麒 対  象

鸞 募集人員

鯰 受  付

鸞 参 加 費

鸞 申し込み

平成29年 2月 11日 (土 )

湯の丸スキー場 (長野県東御市湯の丸高原)

市内在住のひとり親家庭親子

40名 (定員になり次第、締め切ります。)

平成29年 1月 10日 (火)から、先着順に受け付けます。

無料

※昼食代、 |ソ フト料金、レンタル料金は自己負担になります。

証明書類 (ひとり親家庭等医療費受給者証等)を持参し、

問い合わせ先へ申し込みください。

麒 問い合せ 深谷市社会福祉協議会 (8573-6563)

新井 圭子 30,000円
告澤 正則 11,000円
太田 良一 10,000円
スマイル・ サマーコンサート 20,416円
原 信重 191032円
仙元十二日会 255,000円
増洪」 一夫 1,750円
和音の会 41,596円
」A広、かや年金 。共済友の会 23,445円

増洪J 一夫 3,150円
演歌道場 水木 たかし 30,000円
吉澤 正則 12,500円
一市民 885円
一市民 635円
原 信重 11,744円
畠山上郷歩こう会 10,000円
深谷市民謡民舞連合会 26,800円

当協議会に対 し次の寄付金が寄せ られました。ありがとうございました。(敬称略)

■ホームページ http://www.fukaya― shakyo.com/ 深谷市社協で検索 !



‐■   在宅の高齢者及び障害者に布団の洗濯・乾燥・消毒を行います。

鰊1対
‐
象 者 深谷市に住所を有し、かつ、居宅において日常生活を営むうえで一日中布団の上で過ごしている

方の中で、次の各号にいずれかに該当する方

①70歳以上のひとり暮らしの方

②夫婦とも75歳以上のみの世帯の方

③要介護認定で、要介護405の方で、一日中布団の上で過ごしている方

④身体障害者 (肢体不自由)手帳1級 02級を所持している方

(ただし、2級の方については、調査を行います。)

黎‐禾り用回数

薇1利用内容

鬱1利
‐用 料

呻
‐
申し込み

年間最大で4回 (年度途中申請の場合は、その申請月により利用回数が変動します。)

1回 につき、敷き布団、掛け布団、毛布各 1枚を限度

洗濯の場合は、1回 6′ 250円。乾燥・消毒の場合は、1回 2′ 680円。

(ただし、自己負担額は、洗濯は 1回 625円。乾燥・消毒は 1回 268円。)

上記サービスを利用希望の場合は、証明書類 (介護保険被保険者証、身体障害者手帳等)を

持参し申し込みくださしヽ (問い合わせ先 :深谷市社会福祉協議会

 更覗

571:6563)__…
__藤

理容院または美容院へ行くことが困難な高齢者及び障害者に理容師または、美容師が家庭を

訪問してカッティング (散髪)等を行います。

深谷市に住所を有し、かつ、居宅において日常生活を営むうえで、

寝たきり高齢者等であり、下記のいずれかに該当する方

①要介護認定で要介護4・ 5の方

②身体障害者 (肢体不自由)手帳 1級・2級を所持している方

(ただし、2級の方については、調査を行います。)

③対 象 者

鬱 利用回数

鬱 利 用 料

鬱 申し込み

年間最大で4回 (年度途中申請の場合は、その申請月により利用回数が変動します。)

1回 5′ 000円。(ただし、自己負担額は、1回 1′ 000円。)

上記サービスを利用希望の場合は、証明書類 (介護保険被保険者証、身体障害者手帳等)を持参

し申し込みください。(問い合わせ先 :深谷市社会福祉協議会 電話 573-6563)

新潟県南魚沼市では年々高齢化が進み除雪対策に苦慮

しており、友好都市の深谷市民により毎年継続的に雪かさ

/1Nラ ンティア活動を行っております。

今年度については、下記の通り行う予定です。

鬱 日  程

晰‐行
‐

程

鰊持 ち 物

や1問い合せ

1月 8日 (日 )、 1月 18日 (水 )、 2月 8日 (水 )、

2月 18日 (土 )

※降雪状況により中止になる場合もあります。

6:45 深谷市社協集合

10:00～ 16:00雪かさ活動

20:00 深谷市社協到着予定

防寒着、長靴、手袋、帽子、汗拭きタオル、浴用タオル、

着替え、飲み物、昼食、保険証等

深谷市社会福祉協議会

電話 573-6563ま でご連絡ください。

E― ma‖ :shakyo@bb.knet.ne.Jp



■千  F日 本耐晴囃特月暉資 結果報
日本赤十字社は、世界の平和と福祉の増進の

ため、人道の理念のもと、幅広い活動を展開し

ています。この活動を展開していくための財源

として、皆様から社資 (寄付金)の ご協力をい

ただき、地域住民をはじめ行政、関係機関との

一層の連携を図りながら社会福祉事業の推進に

実 績 ―

取 り組んでいます。

日赤深谷市地区を通 じて 95件 1,650,000
円のご協力をいただきました。

今年度 もた くさんの方に日本赤十字社特別社

資にご協力をいただきましてありがとうござい

ました。

覧 表

メモリアルホール岡部 ¥10,000

1銀躍1進電気
‐
||■ ‐■|■||¥lQ000

腕ヤナセ       ¥10,000
1轡や■な||||■ |||■ |¥10000

大和紙器鶴深谷工場  ¥10,000

1い|けIAIC13111■ |||■ |¥20000

若宮商事欄      ¥10,000
1Ⅲ‐

凛|||||||||‐ |||||||||

||||=Ⅲ III■ |■■||||100
岩崎 静也      ¥310,000

峯|1舞||■||||||||“ ||

1秦|||"薇||‐ ||||1幸||||||

摯|1筆 ‐|■ |‐ |■ |‐ ||||1001

樋□ 孝久  「    ¥10,000

1本||1争|||||||1率 100"|

拳IⅢIIII蒸|■||||■||わ |̈

柳田 幸男      判0,000

11凄|=|||||‐ |||||||||||
匿呈

`呂

層:L墾  4イ牛       ¥25,000

<順不同・敬称略>

愛鶏園/愛たまご   ¥10,000

1碁1議|1業||||||||||||こ |||
アキヤマ石油産業帥  ¥10,00o

轟 幸

=■
|||,お義

～

IⅢIII
閉新井機械製作所  |¥10,000

1Ⅲ新|=1業||||||||||111111
粟澤歯科医院 粟澤 巌¥10,000

11Ⅲ準議い|=|`章 |||～|||¨ |

石塚アルミ鋳造欄   ¥10,000

111111書1等奉P―fllllⅢⅢ

"|
閉潤組        ¥10,000

壽
=,|,|ケ

||||■||||¨ |

いエムケー      ¥10,ooo

l棗未1自||||||||||||||¨
|

暴|IⅢに|■■ ||||||

|,=1隷|=■ ||■
～
|■001

1瓢|=1隷葉|||||||||||||||

会キ||||||||||||||||¨ |

川田獣医科医院    ¥10,000

同観光東武     |¥10,000

1韓泰|1本1恭1馨1毒|||||||||||
腑栗原電機      ¥10,000

111Ⅲ 隷|=場||||||¨||

||1姜集業|い|||||:|111111
埼玉グランドホテル深谷 ¥10,000

1な1筆|=1業い|||||||||¨ |

坂田自動車工業開   ¥10,000

1豪暴 準 Ⅲネ攀 |||||¨||
開山東電気      ¥10,000

1:Ⅲ肇機|■ |■ ||‐ ■ |11“||

||,■楽||■■|■||■||
い鈴木工務所     ¥10,000
い||||||1華■|1幸||¨|
太平洋エンジニアリング閉 ¥10,000

1イ|,´い|==姜||||¨||
税理士法人 武田事務所 ¥10,000

111→|IⅢⅢ,||||||||||||||
(有 )タ ネの黒沢    ¥5,000

1二||´||ヽ

=業

|||||¨||
中外電気工業欄    ¥20,000

壽素華集寒■■|||■||¨||
東京化成工業帥深谷工場 ¥10,000

11茉

=燕

|1崇|||^=|||||||||||

欄東京ワックス    ¥10,000

茉IⅢⅢⅢIII■|||||||¨||

棗|=||||||■ |||||¨||

1準:|,´■IⅢⅢ::|1辛||¨||
橋本自動車工業    ¥10,000

た轟農1業
1義
‐
南1組杏| ‐ |‐ ‐幸101000

欄深谷自動車教習所  ¥10,000

1泰|^議 ||′ ネヽⅢIIIII‐||||||

摯

^|´

,|`||■||||¨||
ミツワ交通欄     ¥30,000
111轟.1趣||■ 1幸|¨¨
応、かや物産観光い   ¥20,000

1=棄1轟||1機 IⅡIIIIIIIIIIIIII

■|=■||ぼ■|■‐IⅢⅢ
水越医院 水越哲也  ¥10,000
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五
叩 【国際連合】

勇ボ2‐籍a?言単纂塁象喜冒猟筵否‐1‐翠‐婆境

12‐1月 |‐91日は「障害1者の日」

【障害者】

1975年 12月 9日 国際連

合の第 30回総会において
“障害者の権利に関する決

議"が採択された日です。
日本でも 1980年 11月
28日 に厚生省国際障害者

年推進本部が 12月 9日‐

を障害者の日とすること

を決定しました。 ■‐
|‐ ■|

【言

■ホームページ http://wwwofukaya― shakyoocom/ 深谷市社協で検索 !



儡参争讐サ錆
10月 30日 、秋晴れの中、第 3回深谷市チャリ

ティーウォーキングを開催しました。当日は天候にも

恵まれ、子ともから高齢者まで 94名の方が埼玉工   給水所では、ダイドードリンコ腕様の協賛により

業大学から深谷市総合体育館までの5キロを歩きま  飲み物の配布を行いました。         _
した。 また、収益金 73,668円は全額『深谷市応、っか

事業の運営には、埼玉工業大学の学生ボランティ  ちゃん子ども福祉基金』『友好都市・岩手県田野畑

ア48名及び東都医療大学の学生ボランティア 8名  村復興基金』『熊本地震災害義援金』及び『日本赤十

があたり、深谷市赤十字奉仕団をはじめ埼玉県内6  字社』に寄付しました。

奎J嚇⑮鯰癬機 肛討榊 鶴 蘊 酔
小前田上「サロンさくら」は、平成 20年 4月

に立ち上げ、毎月 1回開催し、9月 で 100回目

を迎えました。記念として小島市長にお越しいた

だきました。

多くのボランティアに支えられ、毎回健康体

操、童謡唱歌、地元駐在所の警察官による防犯・

事故防止の講話、茶話会を楽しんでいます。

4月 には花見会、8月 には納涼祭、12月 には

子供会と餅つき大会等、地域く
‖
るみで誰もが参

加できる総合型を目指しています。

これからも、楽しくマンネリ化しないよう新しい

情報を取り入れ工夫し、ポランティア同士の親

交、自治会との連携を密に、みんなが集えるサロ

ンに育てていきたいと思います。       ‐

(サ ロン代表 服部俊子)

‐鶴1義轟癬舞甲 =
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福祉全般に関するご相談・・・

障害者の就労に関するご相談・

成年後見制度に関するご相談・

手話に関するご相談・・・・・

介護に関するご相談・・・・・

・ 573-6563 FAX 573-0806
・ 573-6561

・ 573-6378
573-6869

午前 8B寺 30分 ―午後 5時 15`さ

(土 日、祝日を除く)

お気軽にご相談ください。

F＼ふかや市社協送より」は共同募金の配分を受け発行しています。 日


