会費・有料広告のお知らせ

飯能市社協の会員になっていただくための会費です。いただいた会費は、市内の地域福祉
推進に活用します。また、会費を納めていただくことで、地域福祉活動やボランティア活動に直
接参加することができなくても資金面で参加することができます。
多くの皆さんのご協力をお願いいたします。
会員の種類
一般会員
特別会員
団体会員

会費金額
１世帯
２００円
１口
１，０００円
１口
１５，０００円

内

容

自治会加入世帯の方が会員となっています。
自治会の協力のもと納入していただいています。
《随時募集中》個人・法人の有志の会員です。それぞれ希望の口
数で会費をいただいています。
《随時募集中》団体を対象とした会員です。それぞれ希望の口数で
会費をいただいています。

たすけあうまちを市民と創るしあわせコーディネーター

飯能市社協は昭和５５年１月に社会福祉法人の認可を受けました。
飯能市社協では“たすけあうまちを 市民と創る しあわせコーディネータ
ー”をスローガンに地域福祉を推進する中核的な団体として”だれもが安心し
て暮らすことができる、ふくしのまちづくり”を推進しています。

有料広告
○ 年３回程度発行し、全戸配布している広報紙「社協だより」に広告を掲載することができ
ます。
○ 規格 縦 40 ㎜×横 60 ㎜サイズ、４色刷り、３枠まで
○ 広告掲載料 本会特別・団体会員…１枠当たり１発行 ８，０００円
それ以外…１枠当たり１発行 １０，０００円
○ 飯能市社協のホームページにも広告を掲載することができます。詳細については、お問
い合わせください。

地域福祉の拠点・事務所
ふくしの森ステーションあがの
（吾野地区行政センター内）
ＴＥＬ ０７０－７７９２－２４３３
station－agano@hannosyakyo.or.jp
ふくしの森ステーションかじ
（加治東地区行政センター内）
ＴＥＬ ０７０－７７９２－２４２３
station－kaji@hannosyakyo.or.jp
ふくしの森ステーションなぐり
（保健センター名栗分室内）
ＴＥＬ ０７０－７７９２－２４４６
station－naguri@hannosyakyo.or.jp
ふくしの森ステーションはらいちば
（原市場福祉センター内）
ＴＥＬ ０７０－７７９２－２４４０
station－haraichiba@hannosyakyo.or.jp
ふくしの森ステーションみすぎだい
（美杉台地区行政センター内）
ＴＥＬ ０７０－７７９２－２４３１
station－misugidai@hannosyakyo.or.jp
※ふくしの森ステーション共通ＦＡＸ
ＦＡＸ ０５０－３１５６－２２３６

４

ふくしの森ステーションひがしあがの
（東吾野地区行政センター内）
ＴＥＬ ０７０－７７９２－２４３６
station－higasiagano@hannosyakyo.or.jp
ふくしの森ステーションみなみこま
（南高麗福祉センター内）
ＴＥＬ ０７０－７７９２－２４３１
station－minamikoma@hannosyakyo.or.jp
けあ・しゃきょう（居宅介護支援事業所）
（総合福祉センター内）
ＴＥＬ ９７４－３９１６
ＦＡＸ ９７２－５１００
care-syakyo@hannosyakyo.or.jp
美杉台児童館
（美杉台複合施設 ２階）
ＴＥＬ ９７１－５５００
ＦＡＸ ９７１－５５０１
misugi-jido@hannosyakyo.or.jp
基幹型地域包括支援センター
（総合福祉センター内）
ＴＥＬ ９８３－８７００
ＦＡＸ ９７３－８８７５
kikan@hannosyakyo.or.jp

ふくしの森ステーション、基幹型地域包括支援センターは、
職員が不在の場合、電話は社協事務所（双柳）に転送されます。

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会
〒３５７－００２１
埼玉県飯能市大字双柳３７１番地１３
（総合福祉センター内）
ＴＥＬ （０４２）９７３-００２２ ＦＡＸ （０４２）９７３-８９４１
メ ー ル hannosyakyo@hannosyakyo.or.jp
（児童センター・障害者地域活動支援センターもコチラへ）
❥この社協ガイドは、赤い羽根共同募金配分金を活用して発行しています。
❥令和２年６月発行
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飯能市社協の

ふれあい・いきいきサロン

法人後見

主な取り組みのご案内

地域の皆さんが運営するお茶飲み
会等の地域の居場所づくりの活動を
支援しています。

意思決定が困難な方を、法的に保
護し、支えていく事業です。ご本人の
財産管理や、身上保護を本会が成年
後見人等となり行います。

※ 詳しくは飯能市社協ホームページ
及び「社会福祉法人飯能市社会
福祉協議会ガイドブック～地域福
祉部門～」や、各ふくしの森ステ
ーション・各施設・事業所の発行
するチラシ・パンフレット等を併せ
てご覧ください。

１．地域の支援
地域福祉の推進
誰もが安心して暮らせる地域をつく
るための地域の拠点“ふくしの森ステ
ーション”では、コミュニティソーシャル
ワーカー（ＣＳＷ）が“ふくしのまちづく
り”に取り組んでいます。

福祉教育への取組
誰もが幸せに暮らせるよう、お互い
の違いや同じ部分を感じ、気づき、自
ら考え行動できるきっかけとなるため
に、地域や学校への働きかけや車い
す、擬似体験セットなどの貸出を行っ
ています。

地域福祉推進組織
市民が主役となって活動する地域
福祉推進組織を応援します。
○ 原市場地区社会福祉協議会
○ なぐり広場
○ 加治東ふれあい広場
○ たすけあいあがの
○ ふくしの森・東吾野
○ ささえあい南高麗
○ あさひやまライフネット

見守り活動
ひとり暮らしの高齢者等が安心して
暮らせるよう民生委員・児童委員の皆
さんと協力して実施しています。

２

生活支援体制の整備
※飯能市受託事業
生活支援コーディネーター（兼 CSW）
が中心となって、地域と連携して高齢
者を支えていく仕組みを作ります。

２．生活の支援

成年後年支援センター
※飯能市受託事業

低所得世帯や高齢者、障害者の生
活を支援するために、生活状況に応
じた資金の貸付をしています。

低所得世帯生計援助資金貸付
低所得世帯を対象に、生活費を貸
し付けることにより世帯の自立更生を
図ることを目的とした資金貸付制度で
す。

歳末たすけあい義援金配分
市民の皆さんからお寄せいただい
た「歳末たすけあい募金」をもとに、低
所得世帯・遺児の方へ義援金をお渡
ししています。

市民よろず相談
弁護士、司法書士などの専門家が、
内容に応じた適切なアドバイスを行う
相談会です。

あんしんサポートねっと
※埼玉県社協受託事業
判断能力に不安がある方でも、住
み慣れた地域で安心して生活が送れ
るように、福祉サービスの利用や、日
常生活に必要なお金の出し入れのお
手伝いをします。

基幹型地域包括支援センター
※飯能市受託事業
介護が必要になっても、住み慣れた
地域で安心して暮らすことができるよ
う、様々な面から高齢者やその家族を
支えます。

成年後見制度への疑問、質問、不
安に思っている事など、成年後見制
度に関わる相談をお受けします。

けあ・しゃきょう（居宅介護支援事業所）

３．ボランティアの支援

の作成を行います。

生活福祉資金貸付
※埼玉県社協受託事業

５．障害者・高齢者の支援

ボランティアセンター
ボランティア支援を行っています。
○ ボランティア登録（個人・団体）
○ ボランティアに関する相談受付
○ 情報の提供、発信
○ ボランティア講座の開催
○ 各種ボランティア保険手続き

災害ボランティアセンター
被災時には災害ボランティアセンター
を設置します。
また災害を想定し、災害ボランティア
センター設置訓練などを実施しています。

４．子育ての支援
児童センター(総合福祉センター３階)
＆ 美杉台児童館運営
※飯能市指定管理事業
０歳から１８歳未満の児童が、ウルト
ラトレーナーや卓球、たくさんの貸出お
もちゃで安心して遊べる施設です。
年齢別の親子事業など楽しいイベン
トを通して仲間作りや子ども達の成長を
支援しています。

一時保育サービス
ボランティアが 1 歳～未就園児の一
時預かりを行い、両親が“ほっ”と出来
るひとときを提供します。

利用者の自立を目指すケアプラン

総合福祉センター
※飯能市指定管理事業
老人福祉センター、身体障害者福
祉センター、児童センターの３つの機
能を持つ複合施設です。
≪老人福祉センター≫
６０歳以上の方が健康増進や教養
の向上を図ることができるよう、各種
講座の開催、自主活動サークルの支
援を行っています。カラオケ、お風呂、
囲碁・将棋などもご利用いただけます。
≪身体障害者福祉センター≫
障害のある方にパラスポーツや創
作的活動、社会参加の機会を提供し
ます。手話や点訳の講座により、障害
者を支援する人材の育成も行っていま
す。
○障害者地域活動支援センター
障害のある方が地域で自立して生
活することができるよう、機能回復訓
練や書道などの創作的活動を実施し
ています。

ふれあい昼食会サービス
７０歳以上のひとり暮らしの方の仲
間づくりやボランティアとの交流を目
的としてボランティア団体と協働して地
域で会食会を開催しています。

ヘアカットサービス
“飯能日高理容組合” “飯能日高
美容組合”のご協力を得て、疾病や障
害などにより外出が困難な方に対し
て、ご自宅まで出張してヘアカットを実
施しています。

６．広報啓発活動
広報紙「社協だより」の発行
飯能市社協の取り組みなどをわかりや
すくまとめ、市民へ発信しています。

インターネット上での情報公開
事業のお知らせや、ボランティア情報
などの発信と併せて、ふくしの森ステーシ
ョン・各施設の広報紙など最新情報をチ
ェックできます。

ホームページ

ライン

フェイスブック

ユーチューブ

７．団体事務局の運営

福祉移送サービス
身体的疾病・障害などにより車いす
等を利用して外出される方に福祉車
両貸出・運転者派遣を行っています。

埼玉県共同募金会飯能市支会
赤い羽根共同募金、歳末たすけあい
募金、災害募金の受付をしています。

飯能市老人クラブ連合会
飯能市身体障害者福祉会

３

