
第14回  あいあいまつりが開催されます

ひだか社協だより「ひだまり」は、共同募金の配分を受けて発行しています。社会福祉協議会（略して「社協」）は、地域福祉をすすめる団体です。
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　福祉・ボランティア活動及び共同募金の啓発を
促進し、市民が支え合う「共助」による住みよい
福祉のまちづくりを進める気運を高めることを目
的に毎年開催しています。
開催日　平成30年10月６日（土）　10時～15時
場　所　日高市総合福祉センター「高麗の郷」
内　容　�模擬店（食べ物のお店も多数出店）、
　　　　フリーマーケット　他



平成30年度  日高市社会福祉協議会  事業計画と予算

　少子・高齢化と、それに伴う人口減少による地域課題の変化は、私たちの暮らしに大きな影響を与えつつあります。
　本市においては、区や自治会ごとの地域差が顕著になってきており、そこに住んでいる人たちで考え、支え合いに向けて行動でき
る地域づくりの重要性がますます高まっています。
　このような中で、本会は「つながりをチカラに  そしてタカラに」を合い言葉に、地域のつながりを支え合いの原動力に、そしてつ
ながりをまちの文化（財産）にしていくことを使命として、第2次日高市地域福祉活動計画の最終年である5ヶ年目を迎える平成30年
度は、地域住民や関係機関との連携、協働による地域福祉の中核的な推進役としての役割を果たすため、次の取組を重点的に進めます。

（1）地域福祉活動への住民参加の支援
　① 地域住民が主体的に地域福祉活動に参加できるようにするために、個別の問題の解決と、地域づくりをすすめるコミュニティソ

ーシャルワーカー（CSW）を配置し、体制整備を図ります。
　②生活支援体制整備事業の受託を契機に、多様な主体が地域支え合い活動に参加できるよう取組を進めます。
　③ 地域の課題を協議、検討する機会として、地域における協議体の取組や、地区社会福祉協議会構想をもとにした活動の推進を図ります。
　④地域における多様な世代の居場所づくりの協議、検討を進めます。
（2）認知症への理解の促進と支援活動への参加
　 これからの地域社会において、認知症の人やその家族の安心を確保することが包摂の社会づくりの基盤となると考えます。
　本会では、あらゆる取組を通じてこの問題への対応を進めます。
（3）総合相談支援体制の構築
　本会は、各種相談事業の展開を通じて、個を支える援助活動と、個を支える地域をつくる支援の融合を図ります。
　①障がいのある人や判断能力の低下した人の権利侵害の事案に対応するため、権利擁護の視点に立った援助活動の強化に努めます。
　②生活困窮の背景にある生活課題に着目し、本人のニーズに寄り添いながら、伴走型支援を心がけます。
（4）安心して利用できる福祉サービスの充実
　① 本会が提供するサービスを利用する人の多様なニーズに対応するため、相談支援事業所をはじめとする関係機関との連携を強化します。
　②就労支援事業の効率化と販売促進により利用者の工賃アップをめざします。
　③リスクマネジメントの視点に立ち、危険防止に努めることで、より安全で快適に利用できる施設経営をめざします。
　④地域包括ケアシステムの構築に向けて情報収集等の準備に努めます。

1. 運営方針

2. 重点事項

つながりをチカラに  そしてタカラに日高市社会福祉
協議会の使命

                                平成 30 年度　一般会計資金収支予算統括表  単位：千円   　

区　　分 資金収支予算
H30当初 前年当初 増　　減

一般会計合算 279,401 271,489 7,912
Ⅰ　社会福祉事業 218,459 215,774 2,685

　１　地域福祉事業 84,851 84,521 330
　　　（１）法人運営事業 60,468 60,785 -317
　　　（２）地域福祉推進事業 5,206 5,966 -760
　　　（３）ボランティアセンター活動事業 4,814 4,909 -95
　　　（４）共同募金配分金事業 7,957 7,021 936
　　　（５）生活福祉資金貸付事業 60 66 -6
　　　（６）福祉資金貸付事業 1,155 1,155 0
　　　（７）福祉サービス利用援助事業 1,612 1,273 339
　　　（８）障がい者相談支援事業 3,579 3,346 233
　２　ヘルパーステーション 16,129 19,672 -3,543
　　　（１）訪問介護等事業 9,000 12,197 -3,197
　　　（２）障がい福祉サービス事業 7,129 7,475 -346
　３　総合福祉センター管理・経営事業 73,854 73,987 -133
　４　こまのさと作業所 40,057 39,805 252
　５　ファミリーサポートセンター 3,568 2,982 586

Ⅱ　公益事業 60,942 58,807 2,135
　１　地域包括支援センター 34,908 33,097 1,811
　２　障がい者就労支援センター 6,489 6,438 51
　３　生活困窮者自立相談支援事業 11,246 11,403 -157
　４　生活支援体制整備事業 8,299 7,869 430

※法人内部取引を相殺消去表示しています。
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平成 29年度日高市社会福祉協議会　決算報告

　　　　　　　　　　　　 理事・監事・評議員等役員一覧� ※（　　）内は選出区分

収入の部

区　　分 収入決算額（円）

Ⅰ　社会福祉事業 217,081,555

（１）地域福祉事業 82,756,734

　　①法人運営事業 63,750,216

　　②地域福祉推進事業 6,784,286

　　③ボランティアセンター活動事業 4,841,688

　　④共同募金配分金事業 5,797,012

　　⑤生活福祉資金貸付事業 291,821

　　⑥福祉資金貸付事業 868,260

　　⑦福祉サービス利用援助事業 1,670,677

　　⑧障がい者相談支援事業 3,652,774

（２）ヘルパーステーション 19,949,486

　　①訪問介護等事業 10,850,201

　　②障がい福祉サービス事業 9,099,285

（３）総合福祉センター管理・経営事業 73,785,895

（４）こまのさと作業所事業 42,290,421

（５）ファミリーサポートセンター事業 2,989,299

Ⅱ　公益事業 57,151,044

（１）地域包括支援センター事業 34,855,025

（２）障がい者就労支援センター事業 6,438,350

（３）生活困窮者自立相談支援事業 7,976,455

（４）生活支援体制整備事業 7,881,214

収入合計（A） 273,059,369

※内部取引消去をしています。

区　　分 支出決算額（円）

Ⅰ　社会福祉事業 208,425,718

（１）地域福祉事業 78,414,215

　　①法人運営事業 61,845,848

　　②地域福祉推進事業 6,236,259

　　③ボランティアセンター活動事業 4,742,169

　　④共同募金配分金事業 5,670,994

　　⑤生活福祉資金貸付事業 288,000

　　⑥福祉資金貸付事業 48,000

　　⑦福祉サービス利用援助事業 1,470,549

　　⑧障がい者相談支援事業 3,007,326

（２）ヘルパーステーション 17,845,814

　　①訪問介護等事業 9,674,866

　　②障がい福祉サービス事業 8,170,948

（３）総合福祉センター管理・経営事業 73,731,185

（４）こまのさと作業所事業 40,146,715

（５）ファミリーサポートセンター事業 2,978,069

Ⅱ　公益事業 52,365,743

（１）地域包括支援センター事業 30,857,174

（２）障がい者就労支援センター事業 6,310,443

（３）生活困窮者自立相談支援事業 7,714,320

（４）生活支援体制整備事業 7,483,806

支出合計（B） 259,618,231

※内部取引消去をしています。

【理事】　　定員15名
会　　長　鯉沼　文夫	（学識経験者）
副　会　長　越野　一夫	（区長会）
　　　　　植木八重子	（赤十字奉仕団）
　　　　　北田　文子	（民生児童委員協議会）
常務理事　岩渕　草太	（行政）
理　　事　平沼　弘志	（区長会）
　　　　　大沢　　弥	（区長会）
　　　　　小峰　正次	（民生児童委員協議会）
　　　　　関根美智子	（社会福祉施設）
　　　　　新開　幸子	（ボランティア活動団体）
　　　　　加藤　光夫	（障がい者団体）
　　　　　久保　芳雄	（障がい者団体）
　　　　　森崎　成喜	（市議会）
　　　　　矢次　健志	（教育委員会）
　　　　　関口　　茂	（学識経験者）

【監事】
杉山　博行	（民生児童委員協議会）
菊間　敦子	（学識経験者）

【評議員】　  定員39名
栁沢　弘二	（区長会）
手計　伸保	（区長会）
西島　　晃	（区長会）
竹野谷　守	（区長会）
野口　　明	（区長会）
関根　直次	（区長会）
上村　　悟	（区長会）
戸井　利一	（区長会）
村田精太郎	（区長会）
小峯　節子	（婦人会）
岡野　はつ	（婦人会）
新井　　薫	（赤十字奉仕団）

佐藤美津子	（赤十字奉仕団）
新堀　　寛	（商工会）
長澤　義之	（法人会）
飯野　昌弘	（農業協同組合）
駒井　　敦	（ＰＴＡ連合会）
島村　満夫	（子ども会育成会）
横手　幸江	（民生児童委員）
前嶋謙一郎	（民生児童委員）
阿久津　哲	（民生児童委員）
小髙今朝治	（民生児童委員）
島田　信男	（民生児童委員）
大野　　仁	（行政）
西　　長武	（行政）
高木　祥子	（社会福祉施設）
田中　悠子	（ボランティア活動団体）
小坂　雅彦	（ロータリークラブ）

加藤　純一	（ライオンズクラブ）
熊田　榮一	（老人クラブ）
大川戸岩夫	（市議会）
山﨑　宏治	（保護司会）
土肥　紋子	（歯科医師会）
秋馬　信之	（学校代表）
久保　淳子	（人権擁護委員協議会）
新堀　幸子	（スポーツ推進委員協議会）
寒川左智子	（学識経験者）
宮﨑　國男	（学識経験者）

支出の部
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● 平成２９年度の決算監査を行いました。
● 事業及び決算報告の印刷製本作業を行いました。社会

会福祉法の改正により、正確に、透明性のある報告が求め
られるようになりました。これを受け、企画総務係では日高市の地域福祉
を推進する中核であることを忘れずに、日々の業務を進めております。

4 月

6 月
● 平成３０年度社会福祉協議会会員会費において、

各自治会のみなさまにお願いさせていただく資材等の
準備を行いました。

● 平成３０年度福祉委員会議を行いました。
● 平成３０年度第１回理事会・評議員会を行い、

平成２９年度の事業報告・決算報告が承認されました。

● 平成30年ファミリー・サポート・センター協力会員講習会を
6月20・27日　7月4・11・18日の5日間開催しました。
　今年度から、初めての人でも安心して活動していただく為に、

講習時間を増やしましたが、皆さん熱心に受講いただき、
質問も多数あり、関心の高さがうかがえました。
　近年、依頼が増えていますので、と
ても心強い協力会員として、活動いた
だけるのが楽しみです。よろしくお願
い致します。

企

画

総

務

係

かわせみ REPORT

　平成３０年度４月より、事業の推
進状況より見直しをし、それに伴い
事務局体制が変わりました。

　４月１日（日）には事務所内のレイアウト変更を行
い、気持ちを新たにして地域福祉を進めていきます。

6 月
地

域

福

祉

係

● 地域福祉・総務係  庶務担当
● 地域福祉・総務係  地域福祉担当
● 地域福祉・総務係  相談援助担当
● 相談支援係
● 地域包括支援センター係

● 企画総務係
● 地域福祉係
● 相談援助係
● 包括支援係
● 生活援助係

● ６月３日（日）に文化体育館「ひだかアリーナ」で第３８回福
祉スポーツ大会を開催し、参加者・ボランティア等を含め４９５
名の参加があり、障がいのある方とボランティアが一緒になって
玉入れ、パン食い競走、綱引きなどを行い、汗を流しました。ま
た、今年は車いすテニス選手２名をお招きし、デモンストレーシ
ョンや車いすテニスの体験も行い、大変盛り上がりました。

5 月
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平成30年度　金婚お祝い申請書
� 平成　　年　　月　　日

社会福祉法人　日高市社会福祉協議会　会長　あて

� 申請者名�　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

ふりがな ふりがな

夫�氏名 妻�氏名

住所
　〒　　　　－　　　　　

　日高市 電話番号

婚　姻
年月日 昭和　　　　年　　　　月　　　　日 対象：昭和 42年 9月 16日〜昭和 43年 12月３１日

条件：日高市在住 1年以上（平成 30年 9月 1日現在）

☆祝詞と記念品をご用意しています。記念品は下記より1つお選びください。

☆選べる記念品コース　※商品詳細については本誌「ひだまり112号」裏面をご覧ください。

　（Ａ）地元銘品「サイボクハム詰め合わせセット」
　（Ｂ）地元銘品「長澤酒造金婚お祝いセット」
　（Ｃ）「飯能焼　ペアモーニングカップ」

ご希望の商品に○をご記入ください。

（Ａ）�サイボクハムコース （Ｂ）�長澤酒造コース （Ｃ）�飯能焼コース

※（C）の商品は11月下旬～12月に日高市社会福祉協議会での
お渡し、または担当民生委員からのお届けとなります。 　

※（A）（B）の商品は11月下旬 ～12月上旬に
　 ご自宅に配送致します。ご希望の配達希望時間に○をご記入ください。

午前中 14時～16時 16時～18時 18時～20時 19時～21時

（締切平成30年9月28日）

（※民生委員・児童委員記入欄）
１）地区名� ２）地区・民生委員児童委員番号　　　　　番

氏名
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● スライドショー(参加費無料) 
● 冊子用200枚の印刷をみんひろが請負(有料)

が新たに登場！

No 参加内容 提出していただくもの 備　考

1 スライドショー 活動紹介データ 参加費：無料

2 パネル展示 A3( 片面のみ ) 2枚 常設展示1・移動展示用1
　（厚紙不可）

3 配布用　冊子 A4( 両面可 ) 200枚

★参加費  1のみ 無料　2・3両方 または 2・3のみ でも一律　¥300
★みんひろにて　冊子用200枚の印刷も承ります。ただし白黒のみ(カラー不可)
　　費用（参加費・紙代込）　片面　200枚　¥1,000　　両面　200枚　¥1,500 
★申し込み締め切り(提出期限)　　9月14日(金)
★提出先　　日高市社会福祉協議会
※詳しくは社協までお問い合わせください

平成 30 年度　☆☆　展示＆ PR　参加募集　☆☆ 今年度より　会の名称を
みんなの広場（みんひろ）から

日高市民活動情報サロン みんひろ
に変更しました。

市民活動情報サロン　わいわい
高麗の郷ロビーにて開催中
　　毎週火曜日　12時00分～14時00分
第1除く金曜日　13時30分～15時00分

☆　みんひろツイッター開設中

　日高市民活動情報サロン
＠h_civicaction

☆　みんひろメールアドレス
　　hidakaca＠gmail.com

会の活動紹介・みんひろへのご意見等
どしどしメールください。

5　月

～平成３０年５月１８日（金）
グループ外出・小江戸散策～

～平成３０年４月６日（金）
智光山ハイキング～

平成３０年度

は社協で
この行事を
しました！

　こまのさと作業所では、毎月、５～６人でグループ外出をし
ています。５月のグループは１８日（金）に川越・小江戸の街
並みを散策してきました。

　平成３０年４月６日（金）に狭山市の智光山公園に全員でハ
イキングに行ってきました。惜しくも桜の花は散っていました
が、暖かな春の日射しのもと、新緑を楽しんできました。

4　月 6　月

4 月

6 月

5 月

　平成３０年６月から㈱クリエイト電子様の作業を受注し
ました。各ご家庭にある「ガスメーター」を組み立てる作
業です。新しい作業が入ると、メンバーにも良い刺激にな
り、もっと頑張ろうという気持ちになります。

生

活

援

助

係

（
こ
ま
の
さ
と
作
業
所
）

日高市民活動情報サロンみんなの広場（みんひろ）改メ ん ひ ろみ ん ひ ろみ
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サポーター講習会のご案内

フリーマーケット出店者募集！
第１４回 あいあいまつり 共同募金運動が

はじまります
１０月より共同募金運動が市内一斉に展開され
ます。共同募金は、日高市を含む県内の福祉施設
や団体の活動費や日高市社会福祉協議会の事業
費などに配分される市民の協力・協働による募金
です。みなさまのご協力をお願い申し上げます。

＊認知症について正しく理解することで、認知症の方・その家族の方を温かく見守ることができるようになります。

日 時：

場 所：

問合せ：

平成３０年11月1日(木)　１０時～１１時３０分

高麗川公民館

高麗川地域包括支援センター　☎︎  ９８４－１３６２

ポ

養

タ

講

ー

成

サ ー

座

認 症知 お気軽にご参加ください

産 後

家庭サポート

妊婦さんや出産後のママがいる家庭で家事、育児のお手伝いして
くださる地域の人を募集します。

あいあいまつり内でのフリーマーケット出店者を募集します。

日 時：

会 場：

申 込：

出 店 条 件：
出 店 料 金：
募 集 店 数：
申 込 開 始：
申 込 方 法：

問 合 わ せ：

①平成３０年 ９月１９日（水）　１０時～１５時
②平成３０年１１月１４日（水）　９時～１２時
※８時４５分 日高市総合福祉センター「高麗の郷」正面入口集合
①日高市総合福祉センター「高麗の郷」
②飯能日高消防署　日高分署
9月14日（金）までに電話または直接下記まで
地域福祉係　☎︎985-9100

市内在住者、営利を目的としない個人または団体
200円　※当日集金します。
12小間予定
９月6日（木）より14日（金）まで　先着順
社協窓口にて申請書を提出

（申請書は窓口でお渡しします）
地域福祉係　☎︎985-9100

ガイドヘルプ
ボランティア体験会 視覚障がいに

ついての理解や
支援方法（ガイド
ヘルプ）などを学
びます。

傾聴ボランティア養成講習会
傾聴ボランティアは、相手の話に耳を傾け、否定せずにありのままを受け
止め、気持ちに寄り添う活動です。傾聴に必要な基礎知識を学び、地域の
独居高齢者宅や高齢者施設等に訪問する傾聴ボランティアを養成します。

日時：
場所：
対象：

定員：
講師：
費用：
申込：

１１月２９日（木）１０時～１５時、３０日（金） １０時～１6時
日高市総合福祉センター「高麗の郷」
日高市内の高齢者施設等で、
傾聴ボランティアとして活動できる人
３０名程度
NPO法人日本傾聴ボランティア協会事務局長 山田 豊吉氏
無料
電話または直接下記まで　
地域福祉係　☎︎９８５-９１００

産 前
日高市

日時：

場所：

対象：

定員：

講師：

費用：

申込：

９月３０日（日） １０時～１５時
日高市総合福祉センター「高麗の郷」
中学生以上　市内在住在勤の方
３０名程度
埼玉県立特別支援学校塙保己一学園　
特別支援教育コーディネーター　波田野圭子氏
無料
電話または直接下記まで　
地域福祉係　☎︎９８５-９１００
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平成30 年6 月20日～平成30 年8 月17 日
寄付者氏名 金額（円） 寄付者氏名 金額（円）

斉藤　澄子 10,000 太平洋セメント社宅 10,000
NPO法人 お茶の子彩彩 6,000 高萩団地自治会 36,340
日高台区 13,750 相原区 10,059
原宿区 6,510 高萩１区 3,600
野々宮区 1,500 こま川団地１・２・３区 10,252
横手台自治会 55,314 猿田区 300
鹿山上区 3,118 匿名（7件） 6,870
佐藤美津子 50,000

つながろうコンサート

日高市社会福祉協議会では、ご寄付を随時受け付けております。お預かりした貴重な寄付金は、地域福祉の充実に
活用させていただきます。みなさまからのあたたかいお気持ちをお待ちしております。

市の地域福祉へご寄附をいただき、誠にありがとうございました。

ご寄付のお願い

2 0 1 8

耳 よ り 情 報
INF OR MA TI ON

次の要件に該当する方に民生委員・児童委員等が見守りと安否確認を兼ねて
「おせち料理」をお届けします。

を
兼
ね
た

● 第8回鎮守の森音楽祭
9/23（日）11時30分～16時　24（月/休）10時～15時30分
会場：高麗神社　小雨決行　高麗神社042-989-1403

● 第14回あいあいまつり
10/6（土）10時～15時
会場：高麗の郷　雨天決行　社協042-985-9100

● ふれあいまつり2018
9/29（土）10時～15時
会場：日本標準　雨天決行　日本標準042-984-1451

● 第15回巾着田ネイチャーコンサート
10/20（土）10時30分～15時
会場：巾着田　雨天中止　山口042-985-6423

● 第11回憩いの森ふれあいコンサート
9/30（日）10時30分～14時30分
会場：日高総合公園　雨天中止　高萩公民館042-989-2146

● おんたけさん東郷公園もみじ祭り
11/24（土）15時～20時　25（日）10時～15時
会場：御嶽山東郷公園　雨天決行　飯能市観光協会042-978-9111

毎年秋に
日高市
周辺で

行われる
無料

コンサートの
ご案内です

歳末見守り
安否確認

２、おせち料理
　　配達日

平成３０年１２月２８日（金）　午前中

　平成30年９月２０日（木）以降に、担当の民生委員・児童委員から申請書を受け取り、必要事

項を記入したうえで、１０月１２日（金）までに担当の民生委員・児童委員へ提出してください。

申請後、審査のうえ配分決定しますので、配分されないことがあります。ご了承ください。

３、申請方法
　　及び
　　提出期限

①杖や歩行器などの補助用具がないと歩行が困難な方
②判断能力の低下によりご自分で買い物に行くことが困難な方
③身体障がい者手帳１・２級、療育手帳Ⓐ・A、精神障がい者保健福祉手帳１・２級のいずれかを所持する方
④難病や特定疾患のある方

民生委員・児童委員による見守り等の日常的な支援を必要とする６５歳以上の高齢世

帯の方、又は１人暮らしの障がい者の方、配達日（午前中）に在宅していておせち料理

を受け取ることのできる方で、次のいずれかの要件に該当する方

１、対象者の
　　要件

●問い合わせ・・・地域福祉係　　　☎︎ 985-9100

歳末たすけあい事業

「おせち料理」配達
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結婚50周年を迎えられるご夫婦をお祝いいたします。
 申請できる人
平成 30 年９月１日現在、日高市在住１年以上で昭和 42
年９月 16 日～昭和 43 年 12 月 31 日までに婚姻届をご
提出されたご夫婦。
 申請方法
申請書に必要事項を記入し戸籍謄本（全部事項証明）を
添付してください。
　※申請書は本誌に同封されています。
　※ 戸籍謄本は、ご夫婦の氏名と婚姻年月日確認のため

に添付をお願いしています。取得費用については自
己負担となります。

 提出方法 
次のいずれかの方法で申請してください。
　１  担当の民生委員を通じて提出（民生委員にお願いす

る場合は封筒に入れて封をしてお渡しください）
　２ 日高市社会福祉協議会へ直接提出または郵送
 申請期限
平成 30 年９月 28 日（金）必着
　

 記念品について
申請いただいた方全員に祝詞と記念品をご用意していま
す。下記メニューよりお好きな商品を１つお選びいただ
き申請書にご記入ください。
 式典について
平成 30 年 11 月 23 日（金）日高市総合福祉センター「高
麗の郷」にて行われる「日高市社会福祉大会」にて祝詞
を贈呈いたします。
 今後のながれ
申請書類を提出⇒式典のご案内文書を 10 月下旬にご夫
婦宛に郵送⇒式典へ参加（自由参加）⇒ 11 月下旬～ 12
月上旬に記念品等送付または日高市社会福祉協議会での
お渡し
 問い合わせ
〒 350 － 1235
　埼玉県日高市大字楡木 201 番地　
　日高市総合福祉センター「高麗の郷」内　
　日高市社会福祉協議会
　　☎ 985 － 9100

結婚50周年お祝い  金  婚

発行:社会福祉法人　日高市社会福祉協議会　� 〒350-1235　埼玉県日高市大字楡木201 番地（総合福祉センター「高麗の郷」内）

編集：広報編集委員会　　　 ☎ 042-985-9988 　FAX 042-985-1411　E-mai:hidakashi-shakyo@hidakashi-shakyo.or.jp

選べる記念品コース　下記商品より１点お選びください。

（商品）・ロースハム　・ベーコン　・あらびきウインナー　・ポークウインナー
※写真は、昨年のものになります。内容が変更になる場合があります。
1946 年創業。地元の皆様に愛されて 70 年以上、「緑の牧場から食卓へ」をスローガンに「自
分の家族に食べさせたい」商品を製造、販売しています。
ハムの本場ドイツの国際食品コンテストにて 19 年連続で金メダル受賞中。

（商品）・高麗王（金婚特別ラベル）　１本　 ・君が旗　大吟醸（通常ラベル）　１本

弘化元年 (1844)、高麗川のたもとに酒蔵を築いて 170 年余り。良質の水、厳しい冬の寒さ、
吟味された米、長い伝統に築かれた技と心意気を込めて、皆様にお届けいたします。

天保が元年から 50 年間飯能市で焼き続けられました。鉄分の多い土に白絵土による “ イッ
チン ” 描きの絵付が特に素晴らしい。
・埼玉県陶芸展内閣総理大臣賞　・14 回日本陶芸展優秀作品賞　
・48 回ファエンツァ国際陶芸展金賞・1993（イタリア）　等を受賞

A

B

C 飯能窯　虎澤英雄

地元銘品
「サイボクハム詰め合わせセット」

地元銘品
「長澤酒造金婚お祝いセット」

飯能焼　ペアモーニングカップ
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