サロン赤沢
お楽しみ会 in 赤沢会館
（ゲスト 加治マジッククラブさん）

大 募 集 『ホッ♡』と温まるフォトをお寄せください♪
市民の皆さんから募集した写真の中から選ばれた写真がこの『社協だ
より』の表紙を飾ります。人と人、家族、ご近所同士、地域のつながり
など、心が
『ホッ♡』と温まる写真をお待ちしています。写真の応募用紙・
写真募集要項はホームページにも掲載していますので、ご覧ください。
【写真募集スケジュール】
掲載号
募集締め切り
№１１３号（平成２９年 ５月号） 平成２９年 ３月３１日（金）まで
№１１４号（平成２９年 ７月号） 平成２９年 ５月３１日（水）まで
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新たな支え合いの仕組みづくりについて
〜介護保険制度が変わりました〜

１ 介護保険制度が変わりました
従来の介護保険制度では、支援を必要とする高齢者に必要なサービスを全国一律の基準で提供するもので
したが、平成27年４月の制度改正で、介護予防・日常生活支援総合事業（以下、
「新しい総合事業」）により、
要支援１・２の方を対象に地域の実情に応じた飯能市独自のサービスを構築できることになりました。

２ 地域で支え合う新たな支え合いの仕組みについて
専門的なサービスを必要とする方については事業所の専門職によるサービスを利用いただき、日常の簡易
な生活支援サービスについては、新たな支え合いの仕組みとして飯能市独自の「住民主体によるサービス」
を構築し、元気な高齢者等の新しい役割づくりや生きがいづくりにつなげていきます。また、飯能市内では
社協の生活支援コーディネーターが中心となって、１３地区（地区行政センター単位）ごとに新たな支え合
いの仕組みについて話し合う「協議体」を設置し、地域住民の皆さんとともに地域の実情に応じた仕組みづ
くりを進めていきます。
サービスの詳細は

３ 新たに動き始めた「住民主体によるサービス」

変更になることもあります

シルバー人材センターや住民組織等の有償ボランティアによるサービスをご利用いただきます。
（1）対

象…簡易な支援により日常生活が保てる方。新しい総合事業対象者及び要支援１・２の方等。
※要支援１・２の方の状態は概ね以下のとおり。
①立ち上がりや歩行などの身体的な動作が不安な状態
②掃除や洗濯などの家事、薬の管理、電話の利用、金銭管理など、生活するうえで必
要な活動に支援が必要な状態
③身体状況の改善が見込める状態
（2）内
容…１単位30分以内の下記の生活援助。１回当たり１時間まで利用可能。
①掃
除：部屋、トイレ等の掃除。布団干しやベッドメイクなど。
②洗
濯：洗濯機による洗濯及び洗濯干し。洗濯物の取り込みなど。
③ゴミ出し：収集日に利用者宅から収集所までのゴミの運搬。
（3）実施方法…シルバー人材センター、住民組織等へ市が委託。
（4）開始時期…平成29年４月を目標に、お住まいの地区により異なる。
（5）利 用 料…１単位500円（利用料、委託料）
。うち１単位300〜500円を報酬として従事者にお渡
しします。（報酬額については、受託機関・団体で決定。）
（6）研
修…受託機関・団体に所属する従事者は市が指定する研修（10時間程度）を受講。
（7）保
険…受託機関・団体で加入する保険を適用。
詳細については、随時、各地区のふくしの森ステーションだより、社協だより、社協ホームページ等に
掲載していきます。

地域を支える仕事をしてみませんか？

〜福祉の仕事・保育の仕事地域就職相談会〜
所沢市近隣の福祉施設が集まる就職相談会を開催します。
無資格・未経験で働ける職場もありますので、ぜひこの機会にご参加ください。
○日時：平成２８年１２月１５日（木）
正午〜午後０時４５分 就職支援セミナー
（若手介護職員の体験談、福祉の求人動向・就職活動のノウハウ）
午後１時〜３時 就職相談会（個別に仕事や求人の内容について聞くことができます！）
○場所：所沢市民文化センター ミューズ第二展示室
○費用：無料
○申込み：不要
※事前申込された方には、ボールペンを進呈します！！
○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
（月曜日〜金曜日 午前１０時〜午後５時 祝祭日を除く）

社協だより
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第 25回 飯能市福祉スポーツ大会
飯能市福祉スポーツ大 会

10/15（土） 市民体育館

障害のある方とご家族、そして多くの
ボランティアが参加され、デカパン競争や
パン食い競争、対抗リレーなどの競技で楽
しくふれあい、交流の輪が広がりました。
オープニングではおどる太鼓クラブの見
事な演奏に感動し、障害者スポーツ体験で

風船バレー

おどる太鼓クラブの演奏

は人気のフライングディスクに加え、新た
な種目、風船バレーでも盛り上がりました。
エンディングでは、参加者リクエストの
多かった「ラーメン体操」を全員で行い、
笑顔の思い出をたくさん心に残した大会と
なりました。

デカパン競争

パン食い競争

〜飯能市社会福祉協議会 特別会員のご紹介〜（平成28年10月31日現在
順不同・敬称略）
ご協力ありがとうございました。
☆個人会員 ３８１人

☆法人会員 １２３法人

新井 辰美、新井 初江
あいクリニック、デイサービスセンターあいこう、吾野モータース、㈲コーワ精工
（福）
武州清寿会 吾野園 理事長 加藤徹留、㈱浅見建設、芦刈ゴルフ㈱、㈱ ア ラ 井
小川 早代子、北畠 克美
アレックスフィットネスクラブ、㈲安藤芳文堂、㈲安藤農場、五十嵐酒造㈱、㈱いちごや
小島 博、清水 光雄
市橋電気なかよし店、㈱一誠堂印刷、㈲井上工業所、㈲魚福商店、大河原木材㈱
杉山 敏子、高野 伊九子
（学）
大川学園 理事長 奥村 千秋、大熊製作所、㈲大附製作所、㈱ 大 野、㈲おがわ
野口 冨美江、平沼 ツル
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
森田 君江、吉田 皓一
NPO 法人名栗カヌー工房、㈱金子組、㈲木澤屋酒店、㈱北田設備工業、小林合資会社
（医）
徳明会 小室クリニック、㈱小谷野水道設備
高麗川通運㈱、高麗川防災㈲、
和田 節子、串田 委子
埼玉建設工業㈱、埼玉りそな銀行
飯能支店、㈱サカモト、㈱ 山 水
松田 省吉、マツウラ
ＪＡいるま野 飯能支店、島田材木店、㈲順雅堂薬品商会、新鋭産業㈱、新電元工業㈱
秋本 進
（福）
弥生会すぎのこ保育園 理事長 本多達男、㈲須田米店
新電元スリーイー㈱、
民生委員・児童委員 １６６名
㈱すみや電気、㈱ 駿 河、清栄電工㈱、西武ガス㈱、㈱関根施工所
飯能市長
セブン−イレブン飯能橋場店、㈱シャデイ宣広社、㈱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
飯能市副市長
（福）
埼玉現成会 敦徳園
東京計器アビエーション㈱、東和銀行 飯能支店、㈲戸口工業、
飯能市教育長
㈱中清商店、㈲名栗温泉、㈱梨木建設、日本住建㈱、野里電気工業㈱、ノムラ建工㈱
飯能市教育委員 ４名
（医）
河井会 飯能クリニック、飯能ケーブルテレビ㈱
馬場ポンプ店、㈲原市場タクシー、
飯能市選挙管理委員 ４名
㈱飯能ゴルフクラブ、飯能資材㈱、飯能信用金庫 飯能中央支店
飯能市農業委員 ２０名
飯能スポーツセンター アレックス
代表 小山郁也、㈲飯能清掃センター
（医）
靖和会 飯能靖和病院、
（医）
橘会 飯能中央病院、飯能ニッサン自動車㈲
飯能市役所部課長会 ７６名
老人保健施設 飯能リハビリ館、㈱ハンモク、㈱文化新聞社、㈱前島商店
飯能市役所主幹会 ６８名
㈱間辺測量 間辺元幸、㈲マルエイ、㈱マルナカ、㈱丸広百貨店 飯能店、ミズノ㈱
飯能市社会福祉協議会職員 ２３名 武蔵工業㈱、武蔵野銀行 飯能支店、㈱森泉人形、㈱矢島工務店、㈲山栄商店
㈲山田家具木工所、山手介護㈱、㈲山中食品機製作所、吉島会計事務所、日豊鉱業㈱
☆団体会員 ２団体
㈲しもじまデイサービス寿玲、㈱ビッグフィールド、㈱飯能観光バス、関口歯科医院
やまて歯科医院、清水歯科医院、町田歯科医院、横田歯科医院、伊澤歯科医院
飯能ロータリークラブ
（協）
飯能給食センター
加藤歯科医院、石井外科胃腸科医院、サイタ工業㈱、㈲関根商会、
飯能地区歯科医師会
（医）
くすのき会 飯能ケアセンター楠苑、飯能グリーンカントリークラブ
飯能信用金庫 東飯能支店、㈱飯能製作所、㈲平沼化粧品

特別会員会費制度

種 類
特別会員（個人）
一口
〃 （法人）
団体会員
一口

会

費

平成28年度納入額

１，
０００円

１，０６１，０００円

１５，
０００円

４５，０００円

皆様からご協力いただいた会費は、市民よろず相談の開催、地域福祉推進組織の支援や火災見舞金など
飯能市の地域福祉を支えるために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。
ご賛同いただける場合は社協事務所
（電話：973‐0022）
へご連絡ください。お電話お待ちしております。

(４)
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「季節の野菜を持ってきたよ！」
「季節
野菜を持
きたよ！」「体調に変わりな
、「体調に変わりない？」
？」「次来るときに何か欲し
、
「次来るときに何か欲し
いものある？」毎月第１金曜日になると東吾野地区では温かい声が響いています。こ
れは、ふくしの森・東吾野による移動販売の様子
です。
季節の野菜、果物、日常生活用品や地元のパン
屋さんによる手作りパン、地元の野菜等を求めて、
毎回多くの方々が利用され、自然と地域交流の場
社協が貸代している
移動販売車

にもなっています。
商品の多くは嶋多商店支店（新町）から提供され
る商品を取り扱っています。ご主人の嶋多さんは
以前、東吾野地区で移動販売をされて
以前、東吾野地区で移動販売を

ふくしの森・東吾野のメンバー

おり、地域の方々に頼りにされ
おり、地域の方々に頼りにされていま
した。そのような想いがあり、ふくし
した。そのような想いがあり
の森・東吾野の移動販売事業
の森・東吾野の移動販売事業に共感さ
れ協力的に関わっていただいています。
れ協力的に関わっていただいて
地域の交流を大切に進めて
地域の交流を大切に進めているこの
事業は、今後も様々な結びつきを生み
事業は、今後も様々な結びつき
出していくことでしょう。
左から：石田安良代表、嶋多一夫氏、嶋多敏子氏、濵中政雄副代表
（ふくしの森・東吾野）
（嶋多商店支店）
（ふくしの森・東吾野）

飯能市社会福祉協議会への寄付のご紹介（順不同・敬称略）
下記の期間にご寄付をいただきました方々は次のとおりです。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。
（平成２８年６月１６日〜１０月３１日）

お名前
飯能くすの樹カントリー倶楽部
埼玉土建飯能日高支部
埼玉県立飯能高等学校生徒会
昭和３２年度飯能高校卒業生４組一同

金額
２０，０００円
４５，２００円
６，５００円
５，６３６円

移動販売風景

【編集後記】
12月に入り、クリスマスのイルミネーションが目を
楽しませてくれる時期となりました。各地のサロン、
児童館等でもいろいろなイベントが予定されているよ
うです。師走の慌しい中ではありますが、参加してみ
てはいかがでしょう。
来年 2017年は丁酉（ひのととり）収穫、親切とい
う意味があるそうです。
皆様にとりまして、実り多い年でありますように。
（Ｎ）

社協が運営する施設・拠点
けあ・しゃきょう（総合福祉センター内）
双柳371番地13
TEL 974‐3916 FAX 972‐5100
基幹型地域包括支援センター（総合福祉センター内）
双柳371番地13
TEL 983‐8700 FAX 973‐8875
美杉台児童館
美杉台1丁目2番地1 TEL 971‐5500 FAX 971‐5501
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）
吾野186番地1
TEL / FAX 978‐2133
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）
岩沢1283番地1
TEL / FAX 971‐5860
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）
上名栗3086番地
TEL / FAX 979‐1133
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）
原市場599番地
TEL / FAX 978‐9782
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） 虎秀14番地5
TEL / FAX 978‐9781
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）
上畑202番地
TEL / FAX 978‐9783
※各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、職員が不在の場合があります。不在の場合、電話は社協事務局
（双柳）
へ転送されます。

発行：社会福祉法人飯能市社会福祉協議会
事務局 〒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
Email：hannosyakyo@hannosyakyo.or.jp
ホームページ http://hannosyakyo.or.jp/

メール

ホームページ

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

