いきいきサロン坂石
14周年記念交流会 in にこにこハウス
（ゲスト mirei さん・飯能在住シンガーソングライター）

大 募 集 心が『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（
「飯能市社会福祉協議会 社協だより
写真で検索」）に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
№１１２号（平成２８年１２月号） 平成２８年１０月３１日（月）まで
№１１３号（平成２９年 ５月号） 平成２９年 ３月３１日（金）まで
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親 子 で 富 士 急 ハ イ ラ ンド
日時

９月３日（土） 午前８時
対

官製はがき記入例

官製はがき裏面

日帰り旅行参加希望
参加希望者全員の名前など
氏名

（ふりがな）

性別 年齢

社協太郎（しゃきょうたろう） 男
社協花子（しゃきょうはなこ） 女

〒

学年

40
10 小学4年

357− ○○○○

住所 飯能市 双柳○○○○

保護者電話番号
（自宅） ０４２−○○○−○○○○
（携帯電話） ０９０−○○○○−○○○○

象

飯能市役所出発

市内在住のひとり親世帯及びそれに準ずる世帯 ただし、児童は
平成２９年３月３１日現在で１８歳以下の方（保護者１名同伴）
大型貸切バス ３台
１４１人（申込みが定員を超えた場合は、抽選を行います。
）
保護者 2,500円 中・高生 1,500円 ３歳〜小学生 500円

交通手段
定
員
参 加 費
申込方法
下記の受付期間中に、官製はがきで必ず郵送によりお申し込みください。
※８月上旬に参加世帯を確定し、案内等を送付します。
＜裏面記入注意事項＞
左記の記入例を参考に下記の項目を漏れなくご記入ください。
※１世帯＝１枚の官製はがきを用意してください。
（必要事項）
「日帰り旅行参加希望」の明記
参加者全員の氏名
（ふりがな）
、性別、年齢、学年
住所
保護者電話番号
※自宅・携帯電話両方の番号の記入をお願いします。
（緊急時の連絡などに使用します。
）
そ の 他
参加確定後のキャンセルにはキャンセル料がかかる場合があります。
ひとり親世帯に準ずる世帯とは、両親を何らかの理由で亡くした児童を
世帯員とし、祖父母等の保護者がひとりで養育している世帯等を言います。
民間旅行会社が企画・手配します。

＜ 受 付 期 間 ＞
【官製はがきによる郵送のみ受付】平成２８年７月１日（金）から７月２２日（金）まで（消印有効）
※官製はがきに、受付期間中の消印の無いものについては受け付けられませんのでご注意ください。必ず
投函してください。
【宛先】 〒357-0021 飯能市大字双柳371番地13 社会福祉法人飯能市社会福祉協議会 行

♥被災地に
心を寄せて♥ 〜平成28年熊本地震義援金街頭募金の実施〜
４月１４日（木）の夜に熊本県を中心に襲った震度７の地震から間もなく３か月。
まだ多くの方たちが自宅に帰ることができず、不自由な避難生活を送っています。
被災地から遠くで生活する私たちにできること、そして被災地に心を寄せる活動
として、下記の通り街頭募金を行います。
ぜひ、皆さまの温かなお気持ちを被災地にお寄せください。なお、お寄せいただ
いた募金は、共同募金会を通じて被災者にお届けします。
日時：平成２８年７月１４日（木） １０：００〜１１：３０・１４：００〜１５：３０・
場所：飯能駅北口・南口

１８：００〜１９：３０
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平成２7年度 飯能市社会福祉協議会 事業報告（主な取組）
地域福祉を進める取組

法人運営の取組

コミュニティソーシャルワーク事業の充実【重点】
６地区（うち３地区は新規設置）にふくしの森ステーシ
ョンを設置し、４名のコミュニティソーシャルワーカーが
地域福祉活動や個別ケースの支援を行いました。

生活困窮世帯への支援
市内社会福祉施設との連携により生活困窮世帯を支援す
る「彩の国あんしんセーフティネット事業」、貸付事業等
で生活困窮世帯への支援を行ったほか、関係機関との連携
体制を整えました。

基幹型地域包括支援センター事業の開設【新規】
平成２７年１０月に、
「基幹型地域包括支援センター」
（飯能市からの受託事業）を開設しました。地域包括ケア
システムの構築を目指して、在宅医療と介護の連携や認知
症初期集中支援事業、介護予防、生活支援サービスの充実
等に取り組みました。

人材育成
職員の資質向上に重点的に取り組みました。

その他の取組
指定管理事業
○総合福祉センターの管理運営
（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）
○美杉台児童館の管理運営

介護支援事業
訪問介護事業を廃止するとともに、より質の高
い居宅介護支援（ケアマネジメント）を提供でき
るよう体制を整えました。
※重点、新規事業等を抜粋

平成２7年度 飯能市社会福祉協議会 決算報告（概要）
（単位：千円）

収
目

科
前期未支払資金残高
会費収入、寄付金収入
経常経費補助金収入
共同募金配分金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
介護保険事業収入
障害福祉サービス等事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
合
計

入
決算額
126,289
6,572
83,369
4,405
103,891
254
1,042
21,469
2,105
8,902
6,345
364,643

支
出
科
目
人件費支出、退職手当積立基金預け金
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出
固定資産取得支出
地域福祉基金積立資産支出
法人税、住民税及び事業税支出
当期未支払資金残高
合
計

決算額
152,711
63,823
6,387
270
8,125
3,155
5,180
78
518
4,448
69
119,879
364,643

〜 地域福祉活動等推進事業補助金（平成２８年度下半期実施事業分）〜
平成２８年１０月１日〜平成２９年３月末日に実施が予定されている事業を募集中！
○補助対象事業
（１）子育て支援事業
（２）障害者の自立支援、社会参加につながる事業
（３）高齢者の社会参加、閉じこもり防止につながる事業
（４）地域福祉に関する学習、研修会などの事業

○補助額
事業費総額の２分の１以下、上限１０万円

○申請締切日
平成２８年８月３１日（水）までに所定
の申請書にて申請してください。
※その他要件がありますので、詳しくは
下記までお問合せください。

○申請・問合せ先
庶務・会計係（総合福祉センター１階）
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地域福祉に関する全国セミナーを飯能市で開催します。
家族機能が縮小し、地域のつながりも希薄化しつつある
今日のわが国では、
「新たな支え合い」に象徴される地域福
祉実践が求められています。今後の少子高齢化社会におけ
る住民参加活動とコミュニティソーシャルワークについて
研究者・専門職・社協職員・住民等が共に考えます。

主なプログラム 参加費：一般参加（県内）5,000円、学生 3,000円
１日目 ８月２５日
（木） 会場：飯能市市民会館
【開会式】
【基調講演】テーマ「西川材との出合い」
講 師 山田 直行氏（特定非営利活動法人名栗カヌー工房理事長）
【シンポジウム】シンポジスト
松原 恒也氏（なぐり広場代表世話人）
桑山 和子氏（特定非営利活動法人ぬくもり福祉会たんぽぽ会長）
大野 康氏（原市場地区社会福祉協議会副会長）
大久保 勝（飯能市長・飯能市社会福祉協議会会長）
コーディネーター 田中 英樹（日本地域福祉研究所副理事長）
【情報交換会】 会場 ホテル・ヘリテイジ飯能 sta.（会費 6,000円）
２日目 ８月２６日
（金） 会場：ワークショップ６会場
【ワークショップ】
【交流会】会場 ホテル・ヘリテイジ飯能 sta.（会費 3,000円）
３日目 ８月２７日
（土） 会場：飯能市総合福祉センター
【ワークショップ報告】
【総括講演】大橋 謙策（日本地域福祉研究所理事長）
【エンディングアトラクション】おどる太鼓クラブ
【閉会式】

主催
第22回地域福祉実践研究セミナー
in 埼玉・飯能実行委員会
特定非営利活動法人日本地域福祉研究所
共催
飯能市、社会福祉法人飯能市社会福祉協議会
後援
埼玉県、社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会、
埼玉県教育委員会、飯能市教育委員会、
市内社会福祉法人（予定）

【参加申込み方法及びお問合せ先】
特定非営利活動法人日本地域福祉研究所
〒１６２−０８４５ 東京都新宿区市谷本村町３−２７ ロリエ市ヶ谷３階
TEL：０３−５２２５−０２３７ FAX：０３−５２２５−０２３８ email：jicsw@mx8.alpha-web.ne.jp
詳しくは

日本地域福祉研究所

検索

URL：http://www.jicw.jp

※チラシ及び開催要項を総合福祉センター、各ふくしの森ステーションに設置いたします。

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４月１日〜６月１５日）

お名前
金額・物品
露店商組合
７０，０００円
安藤 友一
将棋盤・囲碁盤碁石セット
あさ美会 第８回演奏会 さわやかチャリティーコンサート
６０，８６４円

【編集後記】
もうすぐ夏ですね。
夏といえば、昔は海水浴、花火大会など楽しみがいっ
ぱいでした。今はというと暑さに悲鳴を上げている間
に、いつの間にか次の季節が巡ってくる感じがします。
今年の夏は、リオデジャネイロオリンピック・パラリ
ンピックが開催されます。寝不足にならない程度に日
本の健闘を祈り応援しようと思います。
（Ｍ）

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。〜

