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「安心して暮らせる地域づくり」を目指して

飯能市社会福祉法人
地域公益活動等連絡会が設立！
市内の社会福祉法人が「オール飯能」で取り組みます
現在、
核家族化や格差社会が進む中で、
分野ごとの社会福祉制度だけ
では対応することが困難な課題が増えています。そこで、市内の社会福
祉法人が連携し、地域のニーズに応える取り組みを進めるため、
「 飯能
市社会福祉法人地域公益活動等連絡会
（以下：連絡会）
」
を設立しました。

みなさんに身近な 社会福祉法人 として地域に貢献！
連絡会ではお互いに 顔の見える関係性 を重視し、
ご寄付いただいた
物資を生活にお困りの方へお渡しする
「あったか♡バンク事業」
（例：食
料・日用品などの寄付品配布）や、市内教育機関における
「福祉教育」へ
の協力など、様々な取り組みを進めていきます。地域社会で必要とされ
る存在として、市内の社会福祉法人が力を合わせていきます。

連絡会の初代会長には
名栗園池田徳幸理事長

市内９つの社会福祉法人が参加♪
連絡会のメンバ
連絡会のメンバーの社会福祉法人をご紹介
の社会福祉法人をご紹
します。ぜひ、私たちのアクションにご注目く
ださい！（※順不同）
おぶすま福祉会、京悠会、埼玉現成会、名栗園、
はなみずき会、武州清寿会、むさしの福祉会、
弥生会、飯能市社会福祉協議会
お問い合わせ
地域福祉推進係 ０７０−７７９２−２４５０

社会福祉法人飯能市社会福祉協議会会長就任あいさつ
このたび、
令和３年８月１１日に開催されました理事
会の選任により飯能市社会福祉協議会会長に就任い
たしました。
就任に際しましては、その職責の重大さを痛感し身
の引き締まる思いであります。市長としての基本姿勢
である市民の皆様との「対話重視」のまちづくりと社
会福祉協議会の使命である地域福祉の推進を両立さ
せ、その職責を全うすべく努力してまいる所存でござ
います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、近年、核家族化や地域社会のつながりの希薄
化が進行しているなかで、複雑・多様化する生活課題を
抱える世帯が増加していることに加え、新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響により経済的生活課題を抱え
る世帯も増えている状況でもあります。
また、新型コロナウイルスの感染予防対策として、人
との交流や外出の自粛を求められていたことから、こ
れまで市民の皆様が主体的に進めて来られた支え合
いによる多くの地域福祉活動が制限を余儀なくされて

「社協だよ り」は

おり、今後コロナ禍における人と人とのつながりや
支え合いによる新たな活動が求められております。
飯能市社会福祉協議会は、市民の皆様や関係機
関、団体及び行政間の連結役及び調整役をしっかり
と果たし、地域における生活課題の解決やコロナ
禍における地域福祉活動を推進し、地域共生社会
の実現に向けて職員共々努めてまいります。
さらに、職員の専門性向上や支援体制の充実等
について計画的に取り組み、地域における伴走型
支援体制の強化を図ることで市民の皆様から真の
信頼をいただき、その期待に確実に応えてまいり
ます。
結びに、今後も市民の皆様のご支援とご協力を
賜りますようお願い申し上げ、会長就任にあたって
のごあいさつとさせていただきます。
社会福祉法人飯能市社会福祉協議会
会 長

新

井

重

治

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実施している募金です。
明治３９年に大阪毎日新聞が募金を集めたこと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。
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、皆様のご協力をお願いいたします。

募金実施期間：令和３年１２月１日〜１２月３１日
＜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
＜受 付＞ 総合福祉センター ※窓口受付は１２月２８日（火）まで

歳末たすけあい募金では「個人募金」を実施しています！
①

②

「個人募金」では１口３００円以上の募金に対し、
記念品として①ぽかぽかハート・ヴィレッジ（社
会福祉法人はなみずき会）製の「ポップコーン（キ
ャラメル味）」
、②にこにこハウス（合同会社

悠）

製の「２５mag」をご用意しております。ぜひ、
ご協力のほど、よろしくお願いいたします！

□申込方法：電話、FAX またはインターネット申込フォームからお申込みいただけます。
□記念品のお渡し：総合福祉センターにて募金のお預かりに併せてお渡しします。また、最寄り
のふくしの森ステーションでのお渡しも可能です。

□申込期限：令和３年１２月１７日（金）まで
□申込フォーム URL（QR コードからもアクセスできます）
https://forms.gle/VMTpE1YUpibJRfCRA

お問い合わせ

地域福祉推進係
電話：０７０−７７９２−２４５０ FAX：０５０−３１５６−２２３６
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飯能市社会福祉協議会

特別会員のご紹介
（令和3年11月11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。多くの皆さまのご理解・ご支援をよろしくお願い致します。
☆個人会員 289名
☆法人会員 107法人 合計 476,000円（一口1,000円から）
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、
合計 463,000円
（一口1,000円から） NPO 法人あおーら、㈱荒木工務店、㈱浅見建設、芦刈ゴルフ㈱、㈱アラ井、

㈲安藤芳文堂、五十嵐酒造㈱、㈱いちごや、市橋電気なかよし店、㈲井上工業所、
新井 辰美、新井 初江
㈲井上自動車、㈲魚福商店、（学）大川学園 理事長 奥村 千秋、大河原木材㈱、
小川 早代子、北畠 克美 大熊製作所、㈱大附製作所、㈱大野、㈲おがわ、㈲落合自動車、㈱柿沼商店、
串田 委子、栗原 正明
㈱加藤建設工業、NPO 法人名栗カヌー工房、㈱金子組、㈱北田設備工業、
清水 光雄、杉山 敏子
（医）
くすのき会 飯能ケアセンター楠苑、㈲コーワ精工、高麗川商事㈱、高麗川通運㈱、
永山 時男
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㈱、
野口 冨美江、平沼 ツル 埼玉建設工業㈱、埼玉りそな銀行 飯能支店、㈱サカモト、㈱ 山 水、JA いるま野、
島田材木店、㈱シャディ宣広社、嶋田会計事務所、新鋭産業㈱、新電元工業㈱、
マツウラ
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、
森田 君江、吉田 晧一
飯能市民生委員・児童委員 ㈱すみや電気、㈱ 駿 河、清栄電工㈱、㈱関根施工所、㈲関根商会、
ｾﾌﾞﾝｰｲﾚﾌﾞﾝ飯能橋場店、㈲高橋自動車工業、㈱タケショウ、㈱田中製材所、
飯能市選挙管理委員
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、
飯能市教育委員
（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㈱、
飯能市長
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㈱、
飯能市役所部課長会
（協）飯能給食センター、㈱飯能ゴルフクラブ、㈱飯能自動車学校、
飯能市役所主幹会
飯能グリーンカントリークラブ、飯能信用金庫 飯能中央支店、
飯能市社会福祉協議会職員 飯能信用金庫 東飯能支店、㈱ライフサポート、㈲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㈲、
☆団体会員 ２団体
（医）徳明会 飯能リハビリ館、㈱ハンモク、㈱ビッグフィールド、㈱ブラウズ、
合計 45,000円
㈱前島商店、㈱間辺測量 間辺元幸、㈲マルエイ、㈱マルナカ、
（一口15,000円から） ㈱丸広百貨店 飯能店、武蔵工業㈱、武蔵野銀行 飯能支店、㈱矢島工務店、
㈲山栄商店、山崎石材店、山手介護㈱、㈲山中食品機製作所、㈱吉澤建設工業、
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、関口歯科医院、永井歯科、
飯能地区歯科医師会
やまて歯科医院、横田歯科医院、加藤歯科医院、田島教材㈲

新型コロナウイルス感染症に伴う生活福祉資金・特例貸付
本市における貸付状況について
飯能市社会福祉協議会では埼玉県社会福祉協議会からの委託を受け、飯能市に居住する低
所得世帯等に対して、生活費等の必要な資金の貸付等を行う生活福祉資金貸付制度を実施し
ています。
本制度について、新型コロナウイルス感染症の影響を受け休業や失業等により収入が減少、
生活資金でお困りの世帯に向けた特例貸付（緊急小口資金及び総合支援資金）を令和２年３
月から実施してまいりました。
（本年11月末日を以って受付終了予定）貸付状況についてご報
告します。
令和３年１０月末日現在貸付実績
緊急小口資金
貸付上限額

２０万円以内

据置期間

１年以内

償還期限

２年以内

貸付件数
貸付金額

４０２件
７５，８７０，０００円

総合支援資金
（２人以上）月２０万円以内
（単身）月１５万円以内
１年以内
１０年以内
貸付期間：原則３ヶ月以内
※初回・延長・再貸付まで受付
３０８件
３４０，５０２，０００円

社会福祉法人

学びました！ 楽しみました！

飯能市社会福祉協議会
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老人福祉センター

令和 3 年 1 2 月1日号
社協だより No.127

第１回 基礎コース
使い方コース
第２回 基礎コース
使い方コース

ロコモティブ講座

８月３０日（月）
９月 ６日（月）
８月３１日（火）
９月 ７日（火）

水彩画教室

１０月 １ 日（金）、 ８ 日（金）
１５日（金）、２２日（金）

９月２日（木）、９日（木）

ノルディックウォーク体験講座
１０月１３日（水）、２７日（水）

児童センター 「子ども書初め教室」参加者募集！
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

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
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先生に書き方のコツを教わり、練習をしましょう！

日 時：１２月２７日（月）１４：３０〜１６：００ ※連名でのお申込みはできません。
児童センターに墨汁、画仙紙が
対 象：市内在住の小学３年生〜中学生
ありませんので当日は忘れ物が
定 員：１２人（申込順）
ないように確認して、ご参加を
2929
講 師：品田 洋子先生
お願いします。
持ち物：お手本、書初め道具一式、画仙紙、新聞紙、
ゴミ袋
お問い合わせ
1010
申込み：１２月１０日（金）９：３０〜電話で受付
児童センター ☎９７３−９３４９
3131

総合福祉センターにおける新型コロナウイルスワクチン接種終了後の施設利用について

※総合福祉センターでのワクチン接種が１０月２０日（水）で終了となったことに伴い、今後の利用については下記の
とおりとさせていただきます。引き続き、感染拡大防止対策を講じてのご利用となります。ご協力をお願いいたします。
利用対象

サービス区分等

運営内容等
開館時間：９時〜１７時
老人・身障福祉センター ※上記開館時間のなかで１時間以内のご利用でお願いします。
開館時間： ９時３０分〜正午、１４時〜１６時３０分の２部制
※上記開館時間のなかでお一人１日１回１時間以内のご利用でお願いします。
児童センター
個人利用
小学生以上の方はマスクの着用をお願いします。
令和４年１月４日（火）再開予定
囲碁・将棋
令和４年４月１日（金）再開予定
カラオケ
しばらく休止とさせていただきます。
お風呂
利用再開日：令和３年１２月１日（水）
一般登録団体
※ご利用は原則２時間程度でお願いいたします。
団体利用
ボランティア登録団体
※利用者名簿の提出にご協力ください。
など
※ご利用後には消毒をお願いいたします。
※必ずマスクの着用をお願いいたします。
※センター入口での検温、消毒にご協力ください。
全利用者共通 ※引き続き、食事は禁止とさせていただきます。
（水分補給は可）
※人と人との間隔はできるだけ１メートル以上あけましょう。

※上記の内容は、新型コロナウイルスの感染状況によっては変更となる場合がございます。
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。

