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はんのうふくしの森ピックアップ No.8

積極的に参加しました！

パーテーションでコロナ対策

オンラインミーティングの体験も

熱い想いが伝わってきます！

「はんのうふくしの森
み ら い カ レ ッ ジ」
私たちが創る
はんのうの“未来”
「出会い・つながり・楽しく・交流」を合言葉に、
地域福祉活動を盛り上げていくために大切なこと
を学ぶ３日間の研修 「はんのうふくしの森みらい
カレッジ」。
〇１日目のテーマ 「はんのうふくしの森プランと
これからの地域福祉」・・・地域活動実践者との
対話を実施。どのグループも大変盛り上がり「時
間が足りない！」と嬉しい悲鳴も聞かれました。
〇２日目のテーマ 「みんなが主役の会議って？」
・・・人が集まる会議の進行について学び、 意見
の集約やアイデア出しの方法などのヒントを得ま
した。また、 新しい形のコミュニケーション方法
として、 パソコンを使ってのオンラインミーティ
ングの体験も行いました。。
〇３日目（最終日）のテーマ 「市内の専門相談
機関との交流＆地域デザイン」・・・市内の相談
専門機関の方々と交流し、 参加者全員が各々の
目指す地域像を考えるきっかけとなりました。
【ゲスト紹介】
１日目のゲスト：松原恒也氏（地域福祉推進組織
なぐり広場）、 久保田經夫氏（地域福祉推進組織
あさひやまライフネット）、 佐藤智恵美氏（合同会
社 悠 にこにこハウス）
２日目のゲスト：山之内凛太郎氏・米元洋次氏（合
同会社 Active Learners 共同代表）
３日目のゲスト：市内専門相談機関等
全体コーディネーター：田中英樹氏（東京通信大
学教授）

「社協だよ り」は

参加者インタビュー
インタビュー協力者：①三田地勝美さん
（たんぽぽカフェ「寄ってケ
ア」勤務） ②Ｙさん
（カフェ店主） ③村田真一さん
（永田台お助け
隊事務局長、永田台自治会長） ※以下、敬称略
Q「なぜ、ふくしの森みらいカレッジに参加しようと思いましたか？」
Ａ（三田地）
「寄ってケアの上司にお誘いいただきました」（Ｙ）
「活動
報告者の話に興味があり、こういう場所で聞けるのを楽しみにしてい
ました。２日目の研修内容にも興味がありました」（村田）
「自分たち
の活動の参考になるお話が伺えればと思い参加しました」
Ｑ「研修で学んだことを、今後どのように活かしますか？」
Ａ（三田地）
「今参加している地域活動にもっと色んな人たちが気軽
に参加できるように、楽しい雰囲気づくりができるように活かしてい
きたい」（Ｙ）
「自分でできることや、頼れることを考えていきたい」
（村田）
「現在活動中の地域活動
（永田台お助け隊）
をきっかけに、永田台
に住んでよかったと思っていただけるように盛り上げていきたいです」
みなさんインタビューにご協力いただきありがとうございました！

皆様のご参加をお待ちしています！
はんのうふくしの森みらいカレッジは今後、年２回開催します。
次回は令和３年２月または３月を予定しております！

の配分を受けて発行しています
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歳末たすけあい募金ご協力のお願い
歳末たすけあい募金は、共同募金運動の一環と
して、新たな年を迎える時期に、支援を必要と
している人々が安心して暮らすことができる
よう実施している募金です。
ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

〜プチコラム〜
歳末たすけあい運動は、明治３９年に大阪毎日
新聞が募金を集めたのが始まりとされており、
その後、方面委員（民生委員の前身）が中心と
なって、全国的に募るようになりました。

募金受付期間：令和２年１２月１日〜１２月３１日
＜受 付＞ 飯能市総合福祉センター
＜使 途＞ 市内の経済的に支援を必要とする世帯・遺児への金銭配分
＜歳末たすけあい募金の配分を受けた方の声を載せさせていただきます＞
あたたかいお正月を
配分金をいただくことが

迎 え る こ と が で き、

でき、助かりました。

感謝しています。あり

ありがとうございます。

がとうございました。

歳末たすけあい募金の「職域募金」をご存知ですか？
歳末たすけあい募金では市内福祉関係事業所の職員の皆様にご協力をいただき、毎年「職
域募金」を実施しています。職域募金では３００円以上の募金に対し、埼玉県共同募金会
飯能市支会オリジナルグッズを

①

②

ご用意しております。
本年度は①菓子工房あおーら
（NPO法人あおーら）製の「マド
レーヌ＆たまごぼーろ」、②にこ
にこハウス（合同会社 悠）製の
「夢馬の２５mag」です。

歳末たすけあい募金に関する問合せ

埼玉県共同募金会飯能市支会
TEL ９７３−００２２ FAX ９７３−８９４１

３
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飯能市社会福祉協議会

特別会員のご紹介

（令和2年10月31日現在） 敬称略・順不同
本年度もたくさんのご協力をいただきありがとうございました。皆様からお寄せいただいた会費は地域福
祉推進のための貴重な財源として大切に活用させていただきます。
特別会員は随時募集しております。多くの皆様のご理解・ご支援をよろしくお願い致します。
☆個人会員 386名
☆法人会員 117法人 合計 495‚000円（一口1,000円から）
合計 501‚000円
あいクリニック、NPO 法人あおーら、（福）武州清寿会 吾野園 理事長 加藤徹留、
（一口1,000円から） ㈱荒木工務店、㈱浅見建設、芦刈ゴルフ㈱、（医）くすのき会 相談支援センターアスエル、

㈱アラ井、飯能スポーツセンター アレックス、㈲安藤芳文堂、㈲安藤農場、
五十嵐酒造㈱、㈱いちごや、市橋電気なかよし店、㈲井上工業所、㈲井上自動車、
（学）大川学園 理事長 奥村 千秋、大河原木材㈱、大熊製作所、㈱大附製作所、㈱大野、
㈲おがわ、オグマ電機、㈲落合自動車、㈱柿沼商店、㈱加藤建設工業、
加藤自動車整備工場、NPO 法人名栗カヌー工房、㈱金子組、㈱北田設備工業、
（医）くすのき会 飯能ケアセンター楠苑、㈲コーワ精工、小林合資会社、高麗川商事㈱、
高麗川通運㈱、高麗川防災㈲、（医）徳明会 小室クリニック、㈱小谷野水道設備、
サイタ工業㈱、埼玉建設工業㈱、埼玉りそな銀行 飯能支店、㈱サカモト、㈱ 山 水、
㈲島崎染料店、島田材木店、㈱シャディ宣広社、嶋田会計事務所、㈲順雅堂薬品商会、
新鋭産業㈱、新電元工業㈱、新電元スリーイー㈱、
（福）弥生会すぎのこ保育園 理事長 杉田 實、㈲須田米店、㈱すみや電気、㈱ 駿 河、
清栄電工㈱、西武ガス㈱、㈱関根施工所、㈲関根商会、セブン−イレブン飯能橋場店、
㈲高橋自動車工業、㈱タケショウ、田島教材㈲、㈱田中製材所、中央商事㈱、
㈱椿本チエイン埼玉工場、㈱椿本鋳工、東和銀行 飯能支店、㈲戸口工業、
（福）埼玉現成会 敦徳園、㈱中清商店、㈲名栗温泉、㈱梨木建設、野里電気工業㈱、
ノムラ建工㈱、馬場ポンプ店、（医）河井会 飯能クリニック、飯能ケーブルテレビ㈱、
（協）飯能給食センター、飯能グリーンカントリークラブ、㈱飯能ゴルフクラブ、
㈱飯能自動車学校、飯能信用金庫 飯能中央支店、飯能信用金庫 東飯能支店、
㈱飯能製作所、飯能精密工業㈱、㈱ライフサポート、㈲飯能清掃センター、
（医）清和会 飯能清和病院、（医）橘会 飯能中央病院、飯能ニッサン自動車㈲、武蔵野銀行飯能支店、
☆団体会員 ２団体
（医）徳明会 飯能リハビリ館、㈱ハンモク、㈱ブラウズ、㈱前島商店、㈱間辺測量 間辺元幸、
合計 45,000円
㈲マルエイ、㈱マルナカ、㈱丸広百貨店 飯能店、武蔵工業㈱、㈱矢島工務店、
（一口15,000円から） 山崎石材店、山手介護㈱、㈲山中食品機製作所、㈱吉澤建設工業、吉島会計事務所、
飯能ロータリークラブ
日豊鉱業㈱、㈱飯能観光バス、㈱美杉観光バス、㈲山田家具木工所、関口歯科医院、
伊澤歯科医院、やまて歯科医院、町田歯科、横田歯科医院、加藤歯科医院
飯能地区歯科医師会
新井 辰美、新井 初江
小川 早代子、北畠 克美
栗原 正明、小島 博
清水 光雄、杉山 敏子
永山 時男、マツウラ
野口 冨美江、平沼 ツル
森田 君江、吉田 晧一
吉岡 かおる、和田 節子
飯能市民生委員・児童委員
飯能市長、飯能市副市長
飯能市教育長
飯能市農業委員、
飯能市選挙管理委員
飯能市教育委員
飯能市役所部課長会
飯能市部長会
飯能市役所主幹会
飯能市社会福祉協議会職員

飯能市社会福祉協議会への
寄付のご紹介
（敬称略）
下記の期間にご寄付をいただきました方は次
のとおりです。ありがとうございました。
ご厚意は地域福祉推進活動のための財源とし
て活用させていただきます。
（令和２年５月２９日〜令和２年１０月３１日）
お名前

匿名希望

生活クラブ生協飯能支部
×
飯能市社協

金額・物品
１０，０００円

苦情受付窓口について
苦情・第三者委員についてのお問い合わせ先
ＴＥＬ 042‐973‐0022
ＦＡＸ 042‐973‐8941
Email hannosyakyo@hannosyakyo.or.jp
折返し連絡のため、FAX・Email でのお問い合わせには氏名・
連絡先を必ず記載して下さい。
本会が提供する福祉サービスに関する市民の皆様からの苦情に
適切に対応し安心してご利用いただけるよう受付窓口を設置してい
ます。
第三者委員
市民等からの相談・苦情に対し公正な処置をするために、中立的
な立場の第三者委員を設置しています。第三者委員に相談をご希望
される場合には、手続きについてご案内します。

食材のおすそわけ（フードパントリー）のご案内
お渡しできる食材や事業の詳細は、決定し次第、
右の Q R コードからアクセスできる「HANNOU
みんな食堂 Facebook ページ」で公開します。
【対象】市内在住で、経済的にお困りの世帯（所得制限なし）
【会場】総合福祉センター
【お渡しできる数】１回あたり世帯人数につき２点、１世帯８点が上限
【申込・問合せ】電話０７０‐７７９２‐２４５０/FAX０５０‐３１５６‐２２３６

【申込開始日】
１２月１１日
１月 ８日
２月１２日
３月１２日

【お渡し日】
１２月２５日
１月２２日
２月２６日
３月２６日

平日午前９時〜
午後２時〜
４時にお渡し
午後５時に受付
※申込開始日、お渡し日いずれも金曜日

【新型コロナウイルス感染症の対応について】
飯能市社会福祉協議会の各種事業につきまして、新型コロナウイルス感染症の状況により、事業内容が変更となる
場合がございます。各種事業の最新の情報につきましては、飯能市社会福祉協議会までお問合せください。

社会福祉法人

飯能市社会福祉協議会

４
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「新しい生活様式」 を実践して、 開館中！
飯能市総合福祉センターでは利用者の皆様にご協力をいただき、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、
「新しい生活様式」を実践して開館しております。皆様にはご不便をおかけしますが、ご
理解・ご協力をよろしくお願いします。新型コロナウイルス感染症に負けず、新たな日常をともに
歩みましょう！

yakyo!!
SSyakyo!!

【ご来館時のお願い】
・発熱、咳などの風邪症状のある方はご利用をお控えください。
・入館時、検温させていただきます。
（３７．５度以上の方はご利用になれません）
・来館の際、手指の消毒や手洗いをお願いいたします。
・小学生以上の方はマスクの着用をお願いいたします。
・長時間のご利用はご遠慮ください。
・部屋の利用定員は従来定員の５０％程度としております。

ᅶƷ៲ƷׅǓƴƋǔᲹ
ᅶƷ៲ƷׅǓƴƋǔᲹ
⌕ᅈ˟เ⌖
⌣ƯƳ⌞ƴ ᲹᲹ
⌕ᅈ˟เ⌖
⌣ƯƳ⌞ƴ ᲹᲹ
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飯能市総合福祉センターでは以下のルールで開館しております。
詳細は飯能市社会福祉協議会ホームページをご覧ください。新型コロナウイルス感染症の感染状況
によりルールが変更になる場合もあります。

【休止サービス】
・送迎バス
・お風呂、カラオケ、囲碁将棋、茶器の貸し出し、冷水器

入口にて検温

親子でハロウィン工作
飯能市社会福祉協議会への
飯能市社会福祉協議会への
︵順不同・敬称略︶
寄付のご紹介
︵順不同・敬称略︶
寄付のご紹介
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発行：社会福祉法人 飯能市社会福祉協議会 〒357-0021 飯能市大字双柳371番地13（総合福祉センター内）
TEL ９７３−００２２ FAX ９７３−８９４１ E-MAIL hannosyakyo@hannosyakyo.or.jp

児童センターでは密を避け、少人数でできるミニ工作コーナーを設置し
ました。期間中はお子さんがパパやママと一緒にポリ袋でマントや洋服
作りに挑戦し、フォトスポットで記念撮影。ご家族でニコニコ笑顔が溢
れていました。

社 協 の 車 い す が 身 近 な 場 所 で 借 り ら れ ま す！

2929

ふくしの森ステーション車いす

ちょい貸し

サービスを開始しました。

1010
お買い物、旅行、短期通院などの外出にご利用ください。

31【車いすの貸出・返却時間】市内各地の「ふくしの森ステーション」開所
31

日時に準じる。【対象者】飯能市に在住・在勤・在学で一時的に車いすを
必要とする方など 【貸出料金】無料 【貸出期間】２カ月まで
※ご利用方法等詳細は最寄りの「ふくしの森ステーション」まで。
ステーション名
場所
電話
メール
加治東地区行政センター内 ０７０−７７９２−２４２３ station-kaji@hannosyakyo.or.jp
かじ（加治東）
美杉台地区行政センター内 ０７０−７７９２−２４２６ station-misugidai@hannosyakyo.or.jp
みすぎだい
南高麗福祉センター内
みなみこま
０７０−７７９２−２４３１ station-minamikoma@hannosyakyo.or.jp
吾野地区行政センター内
あがの
０７０−７７９２−２４３３ station-agano@hannosyakyo.or.jp
東吾野地区行政センター内 ０７０−７７９２−２４３６ station-higasiagano@hannosyakyo.or.jp
ひがしあがの
原市場福祉センター内
はらいちば
０７０−７７９２−２４４０ station-haraichiba@hannosyakyo.or.jp
保健センター名栗分室内
なぐり
０７０−７７９２−２４４６ station-naguri@hannosyakyo.or.jp
地域福祉推進係本部 総合福祉センター内
０７０−７７９２−２４５０ tiikifukusi@hannnosyakyo.or.jp
共通ＦＡＸ番号
０５０−３１５６−２２３６
※各ステーションから地域福祉推進係本部（０７０−７７９２−２４５０）に転送される場合があります。

飯能市総合福祉センター送迎バス運行終了のお知らせ
令和３年３月３１日をもって、飯能市総合福祉センター送迎バスの運行を終了します。これまで
のご利用ありがとうございました。運行終了についてのお問い合わせ、飯能市総合福祉センター
へのアクセスなどのご相談につきましては、飯能市社会福祉協議会までご連絡ください。

飯能市
社協の
QRコード

メール
問い合せフォーム

ホームページ

フェイスブック

LINE

YouTube

社協だより配布にあたり、自治会の
皆様にご協力いただきました。
ありがとうございました。

