社協 だより
動き始める！

新型コロナウイルスの感染予防を徹底しつつ、市民の皆さんや関係
者の方々の、ご協力のもと少しずつではありますが、各種事業が動き出
しました。
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高齢者水中ウォーキング教室

高齢者ノルディックウォーキング教室

目

陶芸教室

次

P2

ライフ＆フードドライブ開催のご案内／ライフ＆フードパントリー開催のご案内

P3

いきいきサロン／人と地域がつながる WA（和・話・輪）「ささえあいミーティング」開催しました

P4

ご協力をお願いします

共同募金運動／社会福祉協議会会員募集報告／

寄付者一覧
P5〜6 歳末たすけあい援護事業のお知らせ・申請書
P7

男のボランティア講座／災害ボランティア体験／福祉車両の貸出

P8

再募集！手話体験教室／「高齢者ノルディックウォーキング教室 冬コース」／
「高齢者マジック教室 冬コース」／機能回復訓練室・プールからのお知らせ

（ページ名）行田市社会福祉協議会
https://www.facebook.com/gyodashakyo/
（U R L）

社会福祉協議会では、Facebook
（フェイスブック）を活用した
情報配信を行っています。
いち早く情報を確認すること
が出来ますので、
ご活用ください。
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集める

ライフ＆フードドライブ
開催のご案内
集める

ライフ＆フードドライブは、ご家庭で余っている食品・日用品等を寄贈いただ
き、生活に困窮している方や子ども食堂、福祉施設等に無償で提供する活動です。
従来は「フードドライブ」として、食品の寄贈をお願いしていましたが、今後は
「ライフ＆フードドライブ」として日用品の募集もさせていただきます。
「もったいない」を「ありがとう」へ皆さまのご協力をお願いします。

実施期間

10月21日（水）〜10月27日（火）

受付時間

午前9時〜午後4時

受付場所

行田市総合福祉会館「やすらぎの里」

対象となる品物
食料品 常温保存可能で、賞味期限が3カ月以上あるもの。

（例）お米、パスタ、保存食品（缶詰、瓶詰等）、インスタント食品、レトルト食品など。

日用品 未開封・未使用品であって、以下のものに限定させていただきます

ティッシュペーパー、トイレットペーパー、洗剤類、石鹸、シャンプー、
コンディショナー、スポンジ、ラップ。
※トイレットペーパー等は衛生面を考慮し、包装されている状態でお願いします。
衣類や布製品は取り扱いません。

主 催：行田市社会福祉協議会

共 催： フードバンク北関東

配 る ライフ＆フードパントリー
開催のご案内

新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、生活にお困りの方への支援の必要性
が高まっていることから、日用品や食品を無償で提供する「ライフ＆フードパン
トリー」を開催します。

対 象 者
申込期間

生活にお困りの方・ひとり親家庭の方
※申込時に生活状況の聞き取りをさせていただきます

配る

10月26日（月）〜11月4日（水）

申込方法

社会福祉協議会の窓口または電話にて受付

提供期間

11月12日（木）〜11月14日（土）

提供場所

行田市総合福祉会館
忍・行田公民館

11月12日（木）
・13日（金）
（午前9時〜午後4時）
11月14日（土）
（午前10時〜午後2時）
〜利用までの流れ〜

①行田市社協の窓口か電話にて相談 ➡ ②受取日と場所を選択 ➡ ③提供期間になったら予約場所に行き、受け取る
※お米・レトルト食品・缶詰め・乾麺・洗剤など数点をまとめてお渡しする予定です。
提供品はライフ＆フードドライブでの寄贈品を基本とするため、個別でのご要望にはお応えできません。また、申込
多数の場合は、特にお困りの方を優先的に提供させていただきます。

主 催：行田市社会福祉協議会

●申し込み 及び 問い合わせ

共 催：フードバンク北関東・ペンギンこども食堂

地域福祉担当

☎557 5400
2
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いきいきサロンとは
気軽に集まり、楽しく過ごせる地域
のお茶の間、それが「いきいきサロン」
です。
参加者は、お茶会やゲーム、体操な
どをしながら、仲間たちといきいきと
した時間を作っています。

い き い き サ ロ ン
〜 楽しく・気軽に・無理なく・自由に 〜
か？
んか？
始めてみません
参加してみませ

社会福祉協議会では、
「サロンを作りたい」
「サロンを運営
するのに不安がある」という方のお手伝いを積極的に行っています。その他、サロン活動に取り組んでい
る方々の交流会や研修会の開催、サロン活動に対する助成金の交付、サロン保険の加入を行っています。
【助成金交付要件】
開設場所 自治会館や公民館等気軽に参加できる場所

新しい生活様式に合わせたいきいきサロンの取組を
紹介します！

2人以上のサロン協力員と10人以上のサロン参加者
［協力員］
自治会役員、民生児童委員、ボランティア等地
参加人数 域でサロンに協力していただける方
［参加者］
市内に居住し、おおむね60歳以上の方

▼フィジカルディスタンス
の確保

開催回数 原則月1回以上の開催
開設にあたり設立準備金として10,000円（初回のみ）
助 成 金
活動費として月額3,000円（年間36,000円）

お気軽にお問い合わせください。

地域福祉担当

▲マスクの着用
手指消毒の徹底

☎557 5400

人と地域がつながるWA（和・話・輪）
「ささえあいミーティング」開催しました
昨年市内１５地区で自治会長や民生委員・児童委員など地域の方々にご参
加いただき地域課題を考える「ささえあいミーティング」を開催しました。
今回は「行田市地域福祉推進計画」を基に、長野地区を「モデル地区」に指
定させていただき、今後の具体的な取組みについて話し合いました。
長野地区では、今、取り組まれ
ている「防災」をきっかけに、支
援 が必 要な 方を地 域 で 支 える
仕組みづくり、顔の見える関係づくりを図りながら、地域で
情報を共有していく方針がまとまりました。
社会福祉協議会では、今後も「人と地域をつなげるWA
づくり！」を地域の皆さんと一緒に取り組んでいきます。
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ご協力をお願いします 共同募金運動
（赤い羽根募金・歳末たすけあい募金）
今年も10月1日（木）から「赤い羽根募金運動」が、全国一斉に展開されます。
今年度は「つながりをたやさない社会づくり」をテーマとして掲げ、地域福祉を推進す
るため、共同募金運動を展開していきます。
また、12月1日（火）からは「地域歳末たすけあい運動」
が始まります。
市民の皆さんのご支援が、よりよい地域づくりへの大きな力となりますので、運動の
趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。

赤い羽根カードのご案内
埼玉県共同募金会行田市支会では赤い羽根カードによる募金をお願いしています。
カードはそれぞれ１枚1,000円で総合福祉会館「やすらぎの里」にてご購入できます。
そのうち500円分が募金として、残りの500円分がクオカードもしくは、図書カードとして使用できます。

QUOカード

令和2年度

図書カード

社 会 福 祉 協 議 会 会 員 募 集 報 告

７月から９月にかけての社会福祉協議会会員募集では、市民、民生委員、自治会をはじめとする関係団体
など多くの皆さんに協賛をしていただきましたこと、深く感謝します。
ご協力いただいた会員会費は地域福祉活動のための大切な財源として活用します。 ご協力ありがとう
社会福祉協議会会費

協力額

6,259,277円（9月25日現在）

ございました。

なお、特別会員および団体会員のお名前は、次号の社協だより
（１月発行）に掲載します。ありがとうござ
いました。

寄付者一覧
（令和2年８月1日〜9月25日）

（順不同・敬称略）

ご協力ありがとう
ございました。

寄付者

くすりのタカラ
匿名 1件

金

額

127,217円
60,915円
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歳末たすけあい援護事業のお知らせ
《申請書の提出が必要です》
今年も「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、
「地域歳末たすけあい運
動」が行われます。市民の皆さんから寄せられた「地域歳末たすけあい募金」は、その一部を援護
金として、次の対象世帯に配分します。
希望される方は、１１月1３日（金）までに裏面申請書にご記入のうえ、行田市社会福祉協議会へ
申請してください。
申請には申請書の必要書類欄に記載された書類が必要となります。なお、対象となる世帯によっ
ては、市役所へ調査を依頼するための委任状の記入が必要となりますので、ご注意ください。
援護金は行田商店共通商品券で支給します。
※社会福祉協議会へ直接申請することが難しい方は、地域の民生委員・児童委員を通じて申請
してください。
※援護金は、後日、民生委員・児童委員を通じてお配りします。

〈対象の基準について〉

〜 基準日 令和２年1０月１日 〜

市内在住で、次の要件に該当する世帯（生活保護世帯・施設等入所者は除く）
1
2
3

対象となる世帯
要
件
要援護ひとり親世帯
中学３年生以下の児童がいる児童扶養手当受給世帯
要援護ひとり暮らし高齢者世帯 65歳以上のひとり暮らしの方で、
市民税非課税世帯
寝たきり・認知症高齢者世帯
在宅重度要介護高齢者等介護者手当を受給している世帯
家族の中に障害者手帳（身体1･2級、知的Ⓐ･Ａ、精神1･2級）
をお持ちの方がいて、かつ市民税非課税世帯

4 障がい者･児世帯

5

※障害者手帳をお持ちの方だけではなく、世帯（家族）全員が市民
税非課税であることが要件となります。世帯全員が非課税かど
うかは、市役所税務課で取得する非課税証明書（世帯全員分）で
判断できます。
(例)障害者手帳をお持ちの方を含め5人家族の場合
5人全員が非課税
→ 申請できます
4人が非課税、1人が市民税を納税 → 申請できません
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歳末たすけあい援護事業申請書
令和

年

月

日

社会福祉法人行田市社会福祉協議会会長
申請者

住

所

氏

名

㊞

（世帯主との続柄：
電
下記の通り申請します。
申請区分 （該当する区分に○）

）

話
必要書類

申請要件

1

要援護ひとり親世帯

中学3年生以下の児童がいる児童扶養手当 児童扶養手当証の写し
受給世帯
（委任状は必要ありません）

2

要援護ひとり暮らし高齢者世帯

65歳以上のひとり暮らしの方で、市民税非
委任状に記入
課税世帯

3

寝たきり・認知症高齢者世帯

在宅重度要介護高齢者等介護者手当を受給 在宅重度要介護高齢者等介護者手当の通知の写し
している世帯
（委任状は必要ありません）

4

障がい者・児世帯

家族の中に障害者手帳
（身体1・2級、
知的Ⓐ 委任状に記入
・A、
精神1・2級）
をお持ちの方がいて、
かつ 対象者の障害者手帳の写し
世帯全員が市民税非課税世帯

住

所

行田市

（必ず記入してください）

キリトリ線

氏

名

生年月日

（世帯主）

㊞
㊞
㊞
㊞
㊞
㊞

職業・学年

大・昭・平

年 月 日

続柄

対象者

世帯主
申請区分が
「3 寝たきり・認知症高齢者世帯」
および「４ 障がい者・児世帯」
の場合のみ、対象となる高齢者、
障がい者・児に○をつけてくだ
さい。

大・昭・平・令

年 月 日
大・昭・平・令

年 月 日
大・昭・平・令

年 月 日
大・昭・平・令

年 月 日
大・昭・平・令

年 月 日

行田市長宛て
私たち（上記記載全員）は下記の者を代理人と定め、次の事項を委任します。
〇令和２年度所得課税証明書または非課税証明書交付の件
代理人
令和

年

月

日

行田市酒巻1737番地１
社会福祉法人行田市社会福祉協議会会長

※太線枠内をご記入願います。
記入漏れや署名・捺印漏れ、または必要書類がない場合は、受理できませんので、ご注意ください。
行田市社会福祉協議会から行田市へ所得課税証明書または非課税証明書の発行を依頼しますので、世帯状況欄へ世帯全員の署名・
捺印をお願いします。
申請書に記載された個人情報は、当事業以外の目的には使用しません。
特記事項（民生委員・児童委員記入欄）

（担当民生委員・児童委員氏名）
※援護金は民生委員・児童委員を通じてお配りします。
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男のボランティア講座 ボランティアを通じて地域デビューしてみませんか！
【日時・内容】 回
1

11月12日（木）

障がい者スポーツ「ボッチャ」をやってみよう！

2

11月19日（木）

〇おいしいコーヒーの淹れ方
〇運転なら任せろ！福祉車両ドライバー講習

3

11月20日（金）

日曜大工のススメ

【時
間】
【場
所】
【対
象】
【定
員】
【申し込み】
【問い合わせ】

日

時

活

動

内

容

午前10時〜11時30分
行田市総合福祉会館「やすらぎの里」 福祉団体活動支援室
行田市内在住でボランティアに興味がある男性の方
15名（定員を超えた場合は抽選）
10月30日（金） 午後５時までに窓口または電話にて
地域福祉担当 ☎557 5400

他

「もしも」の時に備えて 災害ボランティア体験
社会福祉協議会では、市内もしくは近隣市町で大規模災害が発生した際、復旧活動などの災害ボラン
ティアの登録を受け付けています。
本講座を通じて、防災・減災の取り組みについて理解を深めていただき、災害ボランティアに登録して
いただける方をお待ちしております。
【日
【場
【内

時】 11月28日（土）9時30分〜正午
所】 行田市総合福祉会館「やすらぎの里」
容】 ・講演「令和元年台風19号における被害状況と災害ボランティア
センターの活動報告」について
（講師）東松山市社会福祉協議会 地域福祉課
・災害ボランティアセンター立ち上げ訓練
（災害ボランティアセンターとは、災害発生時におけるボランティアの派遣調整、
コーディネートをはじめとした、被災者の支援を行う拠点のことです。）
【対
象】 災害ボランティア活動に関心のある方
【定
員】 20名（定員を超えた場合は抽選）
【問い合わせ】 地域福祉担当 ☎557 5400

福祉車両の貸出 〜通院など外出する際にご利用ください〜
【対

象】 車椅子を使用していて一般の交通機関を
利用することが困難な方
【利 用 料】 無料（ただし燃料費は実費負担）
【貸出期間】 ４日以内
【申し込み】 利用日の５日前までに申請してください。
【問い合わせ】 地域福祉担当 ☎557 5400

7

車椅子に乗ったまま乗車できます！

車種：ホンダ ゼスト（軽車両）
3人乗り

車種：スズキ エブリィ（軽車両）
４人乗り
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再募集！ 手 話 体 験 教 室
場

所

日

ゼント！
透明マスクをプレ

程

時

忍・行田公民館 11/10(火)、11/17(火)、11/24(火)、12/1(火)、12/8(火)

間

9：30〜11：30

※各会場 定員10名

持田公民館

定員に空きがあります
手話に興味がある人
11/12(木)、11/19(木)、12/3(木)、12/10(木)、12/17(木) 13：30〜15：30 ので、
お申込みください。
11/4(水)、11/11(水)、11/18(水)、11/25(水)、12/2(水)
9：30〜11：30

太井公民館

11/13(金)、11/20(金)、11/27(金)、12/4(金)、12/11(金) 13：30〜15：30

桜ヶ丘公民館

【申し込み】 10月20日(火)午後5時までに窓口または電話にて

ノルディックウォーキングってどんなものかな！
さぁ、
はじめてみよう！
！

地域福祉担当

（定員を超えた場合は
抽選となります）

☎557 5400

日用品を使って手軽に楽しめる
マジックを覚えよう！

高齢者ノルディックウォーキング教室 冬コース

高齢者マジック教室 冬コース

【日

時】 11月19日〜12月10日の毎週木曜日（全4回）
午後1時30分〜午後3時
【場 所】 忍・行田公民館 ホール
【内 容】 ノルディックウォーキングの基本を習得
します。
【対 象】 行田市在住で65歳以上の方（年度内65歳可）
【定 員】 20人
（定員を超えた場合は抽選）
【持ち物】 筆記用具、
水分補給用ドリンク
【申し込み】 11月6日
（金）
午後5時までに窓口または電話にて
【問い合わせ】 在宅福祉担当 ☎557‐5400

【日

時】 11月20日〜12月11日の毎週金曜日（全4回）
午後1時30分〜午後3時
【場 所】 佐間公民館 ホール
【内 容】 マジックで使う用具の作成及びマジック
の基本を習得します。
【対 象】 行田市在住で65歳以上の方（年度内65歳可）
【定 員】 15人
（定員を超えた場合は抽選）
【参加費】 200円
【持ち物】 筆記用具、
水分補給用ドリンク
【申し込み】 11月6日
（金）
午後5時までに窓口または電話にて
【問い合わせ】 在宅福祉担当 ☎557‑5400

機能回復訓練室・プールからのお知らせ
行田市総合福祉会館
「やすらぎの里」
では、
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための取り組みにご協
力をいただいております。
また、
機能回復訓練室・プールのご利用にあたっては、
当面の間以下のとおり制限
を設けております。
【利用時間】 一人あたり40分程度
【そ の 他】 マスクの着用をお願いします。
（プール入水時は除く）
一度に利用できる人数は、
機能回復訓練室１０名、
プール８名となります。
機能回復訓練、
プールの併用はご遠慮ください。
（利用日を分けての利用は可）

お知らせ

新型コロナウイルスの影響により本号にて予定されている催しについて、延期又は中止の
可能性があります。 開催の確認はホームページや電話にてご確認ください。

北河原小学校前

酒巻

利根川

大堰永寿荘

行田消防署
北分署

行田市総合福祉会館内
行田市社会福祉協議会

南河原荘
谷郷

開館 平日・土曜日 午前９時〜午後９時
時間 日曜日
午前９時〜午後５時

祝日、毎月第4月曜日、年末年始
休館日
（12月29日〜1月3日）

文 北小

利根大堰

小見

小見南

125 行田バイパス
行田市障害者
福祉センター

行田市駅

行田市役所

行田税務署 東行田駅

128

行田市児童センター（コミュニティセンターみずしろ3階）

編集・発行

行田市社会福祉協議会
〒361-0002 行田市大字酒巻1737番地1

武州荒木駅

武蔵水路

「やすらぎの里」 至熊谷
行田市総合福祉会館

利根大堰

至羽生

TEL：048-557-5400
FAX：048-557-5411
http://www.gyodashakyo.or.jp/
※記事の内容、
募集、
事業などの問い合わせは、
上記まで
（土・日曜日、
祝日を除く）

次号の「社協だより」
（第155号）は、
令和3年1月13日㈬発行の予定です。
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