No.181

令和元年１０月 1 日
発
行

社会福祉法人

新座市社会福祉協議会

新座市野火止一丁目9番63号

（新座市役所第三庁舎内）

郵便番号352－0011
電話048（480）5705 ＦＡＸ048（481）3488

ホームページ http://www.niizashakyo.or.jp
E メー ル somu@niizashakyo.or.jp

11

おもな内容

○共同募金運動が始まります・
・
・
・
・
・
・
・1～3
・
・
・4
○地域福祉推進協議会からのお知らせ・
○平成30年度決算報告・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・5

が始まります！
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共同募 金運動

今年度も 月 １日（火）から全国一斉に「赤
い羽根共同募金運動」が始まります。この運動
は、毎年多くの市民の皆様のご協力をいただい
て実施しております。
駅前や市役所などでの街頭募金や戸別募金、
赤い羽根カードなどの寄付金付きグッズによる
募金などへのご協力をよろしくお願いします。
月の産業フェスティバル、 月のボランテ
ィアまつりでも街頭募金を行います。
寄付金付きグッズのほか、一定額以上の募金
をしていただいた方に赤い羽根共同募金とｐ ｉ
ａｐ ｒｏ がコラボした初音ミクのクリアファイ
ルなどを進呈していますので、ご協力をお願い
いたします。（数に限りがありますので、品切
れの際はご容赦ください。）
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令和元年度

10

月〜 赤い羽根共同募金運動

月〜 地域歳末たすけあい募金運動
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○にいざボランティアセンターだより … 6～7
○社協会員会費の報告 ……………… 8

社協だよりは、皆様からの共同募金・会員会費により発行しています。

・社協だよりはCD版（音声のみ）もありますので、ご希望の方は新座市社会福祉協議会までお申込みください。

社協だより にいざ

共同募金運動の取組
街頭募金

赤い羽根共同募金運動
街頭募金日程

(赤い羽根、歳末たすけあい)

赤い羽根共同募金運動では、市内の団体のご協力を得て、街頭募
金を実施します。日程は右記の日程をご参照ください。
また、市内の公共施設に募金箱を設置
していますので、ご協力をお願いします。
地域歳末たすけあい募金運動では、新
座市民生委員・児童委員協議会の皆様の
ご協力を得て、
１２月に市役所で街頭募金
を行います。

戸別募金

各町内会・自治会のご協力を得て、市民の皆様に募金のご協力を
お願いするものです。
(赤い羽根、歳末たすけあい)

個人及び事業主の方々に募金のご協力をお願いするものです。
※募金額により、税制上の優遇措置が受けられます。

学校募金

(赤い羽根)

福祉教育を主眼におき、市内すべての小・中学
校、高校、大学において、自発的な参加による
募金へのご協力をお願いするものです。

赤い羽根カード・バッジ募金

大和田婦人会
10/1・2 志木駅・イオン新座店
片山婦人会
10/1・2・3 ひばりヶ丘駅
社会福祉協議会ボランティア団体協議会
10/1・2・3 新座駅・ひばりヶ丘駅
ＮＰＯ法人ふくしネットにいざ
10/1 志木駅・イオン新座店・10/3 新座駅
社会福祉法人新座市障害者を守る会
10/3 志木駅・イオン新座店
十文字学園女子大学
10/1・4 新座駅
ボーイスカウト新座第１団ビーバー隊・カブ隊
10/5 志木駅・イオン新座店

(赤い羽根、歳末たすけあい)

個人大口・法人募金

第１８１号・令和元年１０月１日発行

新座市産業フェスティバル
10/13・14 市役所駐車場
新座市ボランティアまつり
11/10 市役所駐車場

募金箱設置窓口一覧
●市役所本庁舎受付
●市役所第三庁舎入口
●中央公民館
●ふるさと新座館
●栄公民館
●栗原公民館
●畑中公民館
●大和田公民館
●東北コミュニティセンター
●西堀・新堀コミュニティセンター
●福祉の里
●中央図書館
●にいざほっとぷらざ

(赤い羽根）

寄付金つきグッズ
（赤い羽根カード・バッジ）
によ
る募金のご協力をお願いするものです。
今年度は、
クオカードが春日部市
「大凧あげ祭り」
、
図書カードが横瀬町
「あしがくぼの氷柱」
となってい
ます。

「赤い羽根自動販売機」の設置にご協力を！
赤い羽根自動販売機からお茶やジュースなどの飲
み物を購入いただくと、提携している飲料販売会社
から赤い羽根共同募金へ寄付が行われ、社会貢献に
結びつくものです。新しく自動販売機を設置しよう
と考えている方、入替えを
考えている方は、ぜひご検
討ください。
なお、新座市内では、
「北
野ふれあいの家」、
「 新座ふ
れあいの家」
、
「アヤ保育園」
、
「新座市役所第三庁舎」の
４か所に設置されています
ので、ご利用ください。
※右の写真はアヤ保育園

共同募金へ寄付を行うと
税制上の優遇措置が受けられます
（１）個人による2,000円を超える寄付金については、所得税
と個人住民税の控除の対象となります。
（２）法人からの寄付金は、税法上の「指定寄付金」の対象と
なり、全額が損金算入できます。
（３）税制上の特典を受けるための手続で必要となる埼玉県共
同募金会会長発行の領収書及び所得税税額控除を希望す
る場合に必要となる証明書
（写）については、ご希望の方
に後日事務局から郵送させていただきます。
①所得税及び個人住民税
確定申告時に所轄の税務署へ埼玉県共同募金会会長発行の
領収書を提出することで、寄付金控除が受けられます。
②法人税
決算終了後に所轄の税務署へ埼玉県共同募金会会長発行の
領収書を提出することで、全額が損金扱いになります。

ホームページを開設していますのでご利用ください。

新座市社協

検索
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赤い羽根共同募金の使いみち
新座市社協では、平成30年度赤い羽根共同募金配分金として、埼玉県共同募金会
から4,211,000円の助成を受け、下記の地域福祉活動等の事業を実施しました。
今年度も同様の事業を実施する予定です。
●福祉フェスティバル
●社会福祉協力校助成事業
●ボランティアまつり

●会食ふれあい事業（上半期）
●子ども食堂事業（上半期） ●福祉活動啓発事業（上半期）
●福祉関係団体への助成
●ボランティアグループへの助成

福祉フェスティバルの様子

子ども食堂事業の様子

福祉教育の様子

新座市社協への助成のほか、次の市内団体が助成を受けました。
団

ボランティアまつりの様子

体

名

事業内容

助成金額(円)

特定非営利活動法人 すまいる

福祉車両購入（軽自動車）

1,200,000

社会福祉法人 新座市障害者を守る会
生活介護事業所 けやきの家

福祉車両購入

2,900,000

※これらの助成のほか、埼玉県共同募金会においては、大規模な災害発生時の支援
に備えるため、募金の一部を積み立てています。

地域歳末たすけあい募金の使いみち
新座市社協では、平成30年度地域歳末たすけあい募金配分金として、
埼玉県共同募金会から6,386,000円の助成を受け、下記の地域福祉活動
等の事業を実施しました。今年度も同様の事業を実施する予定です。
●地域ふれあい交流事業
●会食ふれあい事業（下半期）
●子ども食堂事業（下半期） ●福祉活動啓発事業（下半期）

地域ふれあい交流事業の様子

会食ふれあい事業の様子

愛のいずみ福祉基金の報告
個人名・団体名（敬称略）
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社協だよりの発行

～地域福祉事業推進のために有効に使わせていただきます～

（平成31年4月～令和元年8月）

金額(円)

個人名・団体名（敬称略）

金額(円)

新座市商工会

150,000

㈲㐂美塚農園

50,000

匿名

6,200

明るい社会づくり四葉の会

47,915

建設ユニオン埼玉支部新座地区

5,000

立正佼成会

35,000

匿名

4,000

ファームイン

30,000

匿名

2,400

匿名

30,000

匿名

1,000

豊川あやの歌謡教室

27,960

朝霞教会

社協新座二丁目支部

11,837

社協だより にいざ
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“ふれあいの輪”がひろがりました ～第26回福祉フェスティバル～
去る６月２日
（日）
、新座市福祉の里を会場に第２６回新座市福
祉フェスティバルを開催しました。
当日は天候に恵まれ、真夏のような暑さの中、約９,２００名の
皆様にご来場いただき、会場内では模擬店等の出店やステー
ジでの発表を通して、皆様の“ふれあいの輪”が広がってい
ました。
また、右表のとおり皆様から
いただいたご寄付につきまして
は、次回の福祉フェスティバル
開催に向けて有効に活用させて
いただきます。皆様のご協力あ
りがとうございました。

団体名（敬称略）

金額（円）

新座市電設防災協力会

50,000

新座中央ライオンズクラブ

47,277

新座ロータリークラブ・
新座こぶしロータリークラブ

30,000

社会福祉法人晴智会

30,000

晴和苑

新座市コミュニティ協議会

10,000

新座市民生委員・児童委員協議会
合

計

5,000
172,277

地域福祉推進協議会からのお知らせ

南部地区地域福祉推進協議会（石神・栗原・堀ノ内） ◆男の料理 ～みんなで作って、みんなで食べよう！～

◆第８回 地域で子育て！ みんなであ～そぼー
日
場

時： 11月4日（月）午前11時から午後３時まで
所：栗原六丁目集会所、栗原公園

日
場

時： 12月22日（日）午前10時から午後２時まで
所：栗原ふれあいの家

折り紙や輪投げ、昔遊び等をします。どなたでもお気
軽にお越しください。

北部第二地区地域福祉推進協議会
（中野・大和田・新座・北野）

◆きたにフェスタ秋 ～ミニミニ運動会～
日
場

時：１１月24日（日）午前10時から午後２時まで
所：新座市立新開小学校

運動会のほかに模擬店を出店しています。どなたでも
ご参加できます。

東部第二地区地域福祉推進協議会
（畑中・馬場・栄・新塚）

◆東二地域福祉活動中間報告会
日
場
内

時：１１月１６日（土）午後1時３０分から
所：福祉の里 3階講義室
容：事業活動報告、たまり場活動報告、中・高校
生の福祉活動報告

当日は、地域の中学生・高校生の福祉活動の報告があ
ります。多くの方の参加をお待ちしております。

東部第一地区地域福祉推進協議会
（池田・道場・片山・野寺）

◆第４回 東一落語会
日
場

時： 10月26日（土）午後１時開場
午後1時30分開演
所：新座市立中央公民館

出演は、春雨や風子、一龍斎貞弥です。
参加費無料です。興味がある方は、お越
しください。

北部第一地区地域福祉推進協議会
（東北・東・野火止5～8丁目）

◆茶話会

●東ふれあいの家
１０月20日（日）午後1時30分から3時30分まで
●ふるさと新座館２階 講義室
１１月20日（水）午後１時３０分から３時３０分まで
●野火止中集会所
１２月1日（日）午前９時３０分から１１時３０分まで
●東北コミュニティセンター３階 ホール
令和2年１月25日（土）午後１時から3時まで
どの会場でも、何回でも、ご参加いただいてＯＫです。
みなさんのお越しをお待ちしています。

◆マレットゴルフを楽しむ会

（総合運動公園マレットゴルフ場東コース ※集合は管理棟へ）
日 時：10月18日（金）午前9時30分から正午まで

◆健康麻雀（東一丁目集会所）
日

時：10月16日
（水）
、
１１月２０日
（水）
、
１２月１８日
（水）
午前9時30分から正午まで

◆健康体操（野火止五丁目集会所）
日

時：１０月２２日
（火）
、
１１月２６日
（火）
、
１２月２４日
（火）
午前10時から正午まで
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募集職種

登録ホームヘルパー

応募資格

①介護職員初任者研修修了者（訪問介護員養成研修２級以上）
又は介護福祉士資格をお持ちの方で健康な方
②同行援護業務は、同行援護基礎及び応用研修修了者

勤務内容

訪問介護業務（訪問介護・生活援助・移動支援・同行援護業務）
介護や支援を必要とする高齢者や障がいのある方のご自宅を訪問し、
身体介護、生活援助、通院介助等を行います。

勤務時間

午前７時から午後１０時までの間で１回１～２時間程度（時間は応相談）

賃

身体介護：時給１，
６８０円（１時間３０分まで、それ以降は時給１，
３１０円）
生活援助：時給１，
３１０円
同行援護業務：時給１，
３１０円（身体介護を伴わないもの）

金

休 日 等 日曜日、年末年始
応

募

電話連絡の上、履歴書
（当方指定様式、写真添付）
、当該資格証・健康診断書の写しを添え
て、直接、新座市社会福祉協議会までご提出ください。その他の詳細については、直接お問
合せください。
申込み・問合せ先 社会福祉法人新座市社会福祉協議会 担当／生活支援課在宅支援係
電話 ０４８-４８０-５７０５ ＵＲＬ：http://www.niizashakyo.or.jp

福祉の仕事・保育の仕事
参加費
地域就職相談会
無料

～高齢者・障がい者の施設や保育園で、
地域を支える仕事をしてみませんか～
日
場
時

時 １１月１４日
（木）正午から午後３時まで
所 朝霞市産業文化センター
間 正午～午後１時 就職支援セミナー

ブラジル選手団に千羽鶴を贈呈
～地域のみなさんのエールをのせて～

北部第一地区福進協では、日本武道館で行わ
れた空手の世界大会に向け、市内で事前キャンプ
を行ったブラジル選手団に、地域の方々とともに
思いを込めて作りあげた千羽鶴を贈りました。

（介護施設の現場職員による生の声をお届けします）

午後１時～午後３時

就職相談会

（職場の雰囲気や仕事内容について聞くことができます）

事前申込みされた方には、素敵なプレゼントがあります！
！
（申込みがなくてもご参加いただけます）

問合せ

社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
福祉人材センター ℡：048-833-8033

（月～金

午前10時～午後５時

平成30年度
事業名
法人運営事業
ボランティアセンター事業
共同募金配分金事業
福祉サービス利用援助事業
生活福祉資金貸付事業

新座市社会福祉協議会

決算額(円)

構成比(％)

決算報告

事業名

決算額(円)

構成比(％)

208,726,310

23.2

訪問介護事業

22,362,457

2.5

5,056,300

0.6

障がい福祉サービス事業

22,554,832

2.5

18,644,992

2.1

地域福祉活動計画推進事業

6,637,000

0.8

3,042,510

0.3

特定相談支援事業

6,375,802

0.7

居宅介護支援事業

24,418,999

2.7

981,122

0.3

低所得者生活資金貸付事業

1,299,000

放課後児童保育室運営事業

540,175,674

60.1

1,028,366

0.1

子育て・高齢者ホームヘルプ事業

5

祝祭日除く）

地域包括支援センター運営事業

合

計

37,099,547

4.1

898,402,911

100.0

ノティシア：スペイン語で便り、お知らせ、情報

NO.130
令和元年10月1日

ボランティアについて「知りたい・したい・求めている」方に向けて発行しています

第19回

つなげよう！人と人との

新座市ボランティアまつり
間
所

午前10時から午後2時まで
新座市役所駐車場（昨年と会場が変わります）

※お車でお越しの際は職員駐車場を
ご利用ください。

第三庁舎
公用車
駐車場

新座市役所
交差点

商工
会館

こもれび通り
新座市役所
第二庁舎

本庁舎

新座市役所駐車場
ボランティアまつり
収穫祭
国際交流デー
発見ウォーキング
会場

薬局
自動車
工場

公用車
駐車場
新座市役所

さい★
★お気軽にご来場くだ

職員
駐車場

平林寺

験しながら、
ボランティア活動を体
まつりです。
身近に感じてもらうお

⇧志木駅方面

時
場

令和元年11月10日（日）

中央図書館
新座市民会館

社協登録ボランティアグループの各コーナーをめぐってスタンプを集めよう！
抽選で新座産の野菜が当たるかも！？参加してくれた子どもたちには、
ポップコーンを
プレゼントします！骨密度測定やステージ発表もあります！ぜひ、遊びにきてください
昨年の様子

ステージ発表の様子

同時開催！

模擬店の様子

「すぐそこ新座発見ウォーキング」
「新座市収穫祭」
「国際交流デー」
「埼玉県コバトン健康マイレージ事業」

主催／新座市ボランティアまつり実行委員会
後援／新座市・新座市教育委員会・新座市商工会
協力／新座市社会福祉協議会ボランティア団体協議会・新座市社会福祉協議会
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寄り添いながらお話を聞く
傾聴ボランティアは、高齢者施設や障
がい者施設、個人宅等で
「利用者の心に寄
り添いながら」
お話を聞くボランティア活
動です。傾聴活動のポイントやグループ
の雰囲気などを知ることができる講座で
す。特に資格は必要ありません。ボラン
ティア活動に興味がある方ならどなたで
もご参加いただけます。

～傾聴ボランティアに参加しませんか～
日 時：12月16日
（月）
午後1時から3時30分まで
場 所：新座市役所第三庁舎 大会議室
対 象：市民の方
定 員：15名程度（申込み順）
費 用：無料
講 師：日本カウンセリング心理学研究所 所長 高倉恵子
申込み：新座市社会福祉協議会 ボランティアセンター
☎０４８-４８０-５７０５

ボランティア募集中！

８９名の親子が参加しました

～親子でチャレンジ！福祉体験プログラム～

高齢者施設・障がい者施設・児童施設での
活動補助等のボランティア活動
★福祉の里

去る７月２８日に開催した
“親子でチャレンジ”
福祉体験プログラムには８９名
（３５組）
の皆様に
ご参加いただきました。
視覚障がいの方からアイメイトとの生活のお
話を聞いた後、聴覚障がいの方から手話での自
己紹介を教えていただきました。また、暑い中と
なりましたが、屋外での車いす・アイマスク体験
にも真剣に取り組んでいただきました。
この体験を機に、子どもたちの心の中に、小
さな福祉の芽が育ってくれることを願っていま
す。

老人デイサービスセンター

火～土の9:30～15:00 高齢者、障がい者の活動の補助など
問合せ先：新座市新塚1-4-5 TEL048-481-5002

★デイホームえん グループホームえん

通年、活動時間相談可 認知症の方と交流しませんか！
問合せ先：新座市石神2-1-4 TEL048-480-4950

★デイホームさわやか学舎

平日の10:00～15:00 趣味活動のお手伝い、お話相手など
問合せ先：新座市野火止2-7-17 TEL048-424-7384

★福祉工房 さわらび

通年、活動時間相談可 精神障がいの方と一緒に軽作業を行ってくださる方
問合せ先：新座市堀ノ内3-4-11 TEL048-482-5155

★障がい者地域活動センターふらっと

平日の10:00～16:00 利用者さんのお話相手、簡単な介助など
問合せ先：新座市大和田4-13-17 TEL048-479-3799

★①新座市児童センター ②福祉の里児童センター

火～日の9:00～17:00 経験や特技を生かしたボランティア募集中！
問合せ先： ①新座市本多1-3-10 TEL048-479-8822
②新座市新塚1-4-5
TEL048-481-6477

善意銀行の報告

令和元年7月から８月まで

ご協力ありがとうございました。
社協・福祉の里・市内公民館等に設置
している収集箱に、市民の皆様から多数
の使用済切手や書き損じはがきをいただ
きました。
引き続き、皆様からの温かい善意をお
待ちしています。

氏名（敬称略）

寄付内容

クリーニングハウスキング
お客様一同

使用済切手

大森

伎尋

車イス

宮坂

弘和

おむつ・尿取りパッド

匿名

使用済切手
タオル・おむつ

募集記事の掲載依頼は、ボランティアセンターまでご連絡ください。

TEL 048-480-5705
FAX 048-481-3488
E-mail volunteer@niizashakyo.or.jp
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社協会員会費の報告

市民の皆様にご加入をいただいております令和元年度社協会員の会費は、８月３0日現在、６1地域中、４８地
域の町内会・社協支部から納入をいただき、下記の会員数・会費額となっております。

22,381世帯・団体・社

13,665,088円

ありがとうございました！

会費の使われ方

◇社協支部のある町内会の場合

会費額の40％は社協支部へ、10％は町内会への地域福祉活動助成金とし
て地域に還元され、50％は社協の地域福祉活動に使わせていただきます。

◇社協支部のない町内会の場合

会費

お住まいの地域のふくしのために
新座市内全域のふくしのために

会費額の20%が町内会への地域福祉活動助成金として地域に還元されます。

法人会員（10,000円以上の法人）
テクシアマシナリー㈱
日本出版販売㈱
西京信用金庫 新座支店
㈲増根住設
新座ローンテニスクラブ
並木ぶどう園
学校法人中沢学園 美鈴幼稚園
㈲ぬくい
武蔵企業㈲
㈲パピヨン片山

（順不同・敬称略）

下山電気管理事務所
慶桜会大塚産婦人科病院
栄進産業㈱

㈱北信テクノ
堀ノ内病院
新座病院
社会福祉法人まるよ会 横田保育園 社会福祉法人埼玉福祉会
氷川建設
㈱三重
越前谷建設㈱
㈲野島木材
㈱山根建設
社会福祉法人殿山福祉会
㈱松橋工務店
まきば保育園
前田道路㈱武蔵野営業所
㈲堀天
㈱上島製本所
静風荘病院

三菱倉庫㈱新座配送センター
西武バス㈱新座営業所
㈱三徳
あさか野農業協同組合新座大和田支店
㈲込戸産業 くに一うどん
拓新産業㈲
介護老人保健施設 新座園
田中農園
田中内科医院
岡野運送㈱

第一新座幼稚園
新座クリニック
サンケン電気㈱
ボッシュ㈱
日生オアシス新座
NPO法人さわやか学舎
㈱イーリス

特別会員（5,000円以上の世帯・団体・法人）

株式会社

（順不同・敬称略）

かくの木

堀ノ内２－９－33
本 多１－ ３－ ９
新 堀１－13－６
菅 沢１－ 1－37

新村 親
龍山尚之
石崎金物
吉田尚次
豊川あやの
NPO法人はなみずき

地域医療と介護の連携を重視し、
より良いサービス提供を心がけています

保険調剤・セルフメディケーション
在宅医療・健康チェック
かくの木薬局
木の実薬局
かくの木薬局 新堀店
かくの木菅沢薬局

伊藤直敏
㈱平賀
小原建設㈲
久留米建機サービス㈱
㈱三進運輸
髙石光治
荻島恵美子
大竹敏雄
大竹正男

榎本登美子
小林ヨシ子
木村 清
ナツメ薬局
有限会社望月畳工業
㈲西堀造園土木
嶋崎美枝子
西堀銀座商店街
吉岡修二

笠原道雄
渡辺 誠
西田九仁夫
髙橋 清
髙橋秀治
金子 昇
丸山光雄
田中 満
榎本 淳

小川 清
吉田正喜
㈱堀内発條製作所
山田軍太郎
田中誠治
三村邦夫
並木 一
金子健了
瀧島正善

福祉用具販売及びレンタル・住宅改修

tel.０４８－４８２－５２３５
tel.０４８－４８０－０１７７
tel.０４２－４９６－１０６６
tel.０４２－４８５－１２７５

かくの木用品館福祉用具事業所
堀ノ内２－９－33 tel.０４８－４８２－７２２２

ケアマネジメント
かくの木介護支援事業所
新 堀１－13－６ tel.０４２－４９６－１０７０

社協一口メモ

共 同 募 金 会では 、赤い羽 根 共 同

募金だけでなく、支援金、義援金な

ど 様 々な 形で災 害・被 災 地 支 援 活

例 え ば 、災 害 ボランティア・ＮＰ

動を実施しています。

О 活 動 サ ポ ート 募 金 が あ り ま す 。

興支援の活動を支える資金支援の

こちらは災害時の被災者支援や復

仕組みとして寄付金募集と助成を

行っています。迅速に活動団体へ助

成 ができ る よ うに、災 害 発 生 時に

他にも災害義援金など受け付け

限らず、常時受け付けています。

る方は社協までご連絡ください。

ているものもありますので、気にな

訪問マッサージご存知ですか？
☆主治医からの同意が得られれば健康保険が適用されます。
☆一割負担の方ならば１回３００～６００円です。
☆施術時間は１回３０分程度、週２～４回が目安です。
☆手足の筋肉のマヒや、関節に拘縮のある方、寝たきりの方、
歩行困難な方、脳疾患後遺症やパーキンソン病等の方が対
象となります。
★無料の体験マッサージを行っております。

ほんやら堂

◆ 社協法人会員募集中…問合せは新座市社協まで ◆

TEL：０８０－４１６３－３８８８
住所：新座市野火止7-18-1-313

マッサージ師（国家資格取得）山田徹明

この広報紙は再生紙を使用しています。
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