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ひだか社協だより

2022.7ひだまりHIDAMARI

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。社会福祉協議会は、地域福祉をすすめる団体です。

ひろがる！つながる！あなたも主役になれるところ
～誕生  日高市ボランティア・市民活動支援センター～

－ 特  集 － 

　判断能力が不十分な高齢者や
知的障がい・精神障がいのある人
があんしんして生活が送れるよう
にご自宅を訪問し福祉サービスの
利用援助や暮らしに必要なお金の
出し入れのお手伝いをします。相
談は無料ですが、利用には料金が
かかります。

　いつも総合福祉センター「高麗の郷」をご利用いた
だきありがとうございます。
　新型コロナウイルス感染症の流行に伴いまして、総
合福祉センターは感染症対策を講じながら営業をし
ております。来館の際には、マスクの着用や検温、手
指消毒等のご協力をお願いいたします。
　また、貸室や浴室利用については、定員制限等はご
ざいませんので、お気軽にご利用ください。
　その他詳細等については、日高市社協ホームページ
の閲覧または総合福祉センター（☎042-985-9988）
にお問い合わせください。
※感染症の流行状況により変更になる場合がありま
す。ご了承ください。

　車いすを使用しているかたを対象に、車いすに
乗ったままで乗り降りが可能な福祉自動車を貸し出
しています。
　事前予約（利用日の5日前まで）及び申請書の提出、
社協会員の加入が必要になります。
　詳しくは、社協までお問い合わせください。

　日高市社会福祉協議会では、「日本入れ歯リサイク
ル協会」に賛同し、使わなくなった入れ歯の回収・リサ
イクル事業を行っています。
　収益については、（財）日本ユニセフ協会と社協に
寄附され、地域福祉の事業推進等に役立てられます。
　入れ歯は市内の回収ボックスにて寄付することが
できますので、ご協力をお願いいたします。

☎042-985-9100

「あんしんサポートねっと」

総合福祉センター
「高麗の郷」の利用について

福祉自動車の貸出しを
行っています

使わなくなった入れ歯の
リサイクルにご協力ください

福祉サービス利用援助事業

・貸出の条件

・受付日

①車いすを使用していること
②日高市内在住のかた
③社協の会員又は世帯

8：30～17：15（平日）

・費用
市内：無料
市外：距離に応じて精算

【予約・問い合わせ】
日高市社会福祉協議会　☎042-985-9100

・回収の対象になるもの
使わなくなった入れ歯（金属がついているもの）

・回収BOXの設置場所
①日高市役所１階ロビー
②日高市総合福祉センター
　「高麗の郷」
　エントランスホール

・寄付方法
寄付する入れ歯をきれいに洗浄・消毒してください。
厚手の紙や備え付けのビニール袋に入れて回収
BOXに寄附をお願いします。

ちょっと脳トレ
ひらがなを並び替えて単語にしましょう！

①りきかおご

②まのわあが

③うはょしぶな

④くんゃきだち

⑤きかうわんしゅこ

答え　①かきごおり　②あまのがわ　③はなしょうぶ　④きんちゃくだ　⑤こきんわかしゅう
かき氷 天の川 花菖蒲 巾着田 古今和歌集



作った物と体験シート（アンケート）を
8月31日までに社会福祉協議会へ持ってくる

体験シート（アンケート）を
社会福祉協議会へ持ってくる

※希望者には、参加証を発行します。体験シートをお持ちください。
※みなさんが作った物は、社会福祉協議会から施設等へお届けします。

さあ！　ボランティア体験

社会福祉協議会で
「作り方冊子」を受け取る

説明会に参加（各1時間程度）

申し込み〆切7月28日
先着順で参加メニューの決定

申し込み窓口：日高市楡木201番地　総合福祉センター「高麗の郷」
　　　　　 　日高市社会福祉協議会　 平日8:30～17:15

窓口で申込み

窓口で7月15日申込みスタート
申込時にボランティア活動保険に加入

保険料 350円
おつりのないようにご準備ください。
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彩の国ボランティア
体験プログラム
彩の国ボランティア 参加者

募集!
参加者
募集!体験プログラム

～申し込み方法～～申し込み方法～

プログラムメニュー（2～3ページ）から選んで、申込書に記入
※メニューによっては参加できない場合がありますので対象をよくご確認ください

2022 in HIDAKA
実施期間　令和4年8月31日まで

7月29日（金）19：00～
7月30日（土）10：00～
7月30日（土）14：00～

※いずれかに必ず参加

作って送ろう！
おうちでボランティア

作って送ろう！ おうちでボランティア

施設や自然の中で
ボランティア

◀申込書はこちらから
　ダウンロードできます

日高市社協マスコット
かわせみくん

各公民館、高麗の郷、市役所、
図書館に置いてあるチラシに
申込書がついています。

彩の国ボランティア体験プログラムメニュー
※材料は各自でご準備ください。

施設や自然の中でボランティア

彩の国ボランティア体験プログラムメニュー
※感染状況や天候によっては中止になる場合もあります。

A B C D Eスポンジ
ボール

材料：食器洗い用の
　　 スポンジ、ゴム

紅白旗

材料：色紙、割り箸

雑巾

大きさ：約15㎝×
　　　 25㎝くらい

絵合わせ
カード

材料：牛乳パック
　　 色紙など

巾着袋

大きさ：約15㎝×
　　　 20㎝くらい

子育て・保育体験　活動内容：子どもと遊んだり簡単な手伝い

高麗保育所No.1
8月8日（月）～31日（水）平日8:30～17:15の間
会場:施設敷地内（梅原5-2）散歩先
※体験1週間前から健康観察の記録が必要です

No. メニュー名 体験期間・日時 対象募集人数

高校生以上1日1名

高根保育所No.2
8月8日（月）～31日（水）平日9:00～16:00の間　
会場:施設敷地内（下鹿山490-1）
※体験1週間前から健康観察の記録が必要です

高校生以上1日3名

日高ふじみだい
認定こども園No.3

8月1日（月）～31日（水）平日9:00～17:00の間
※8/12～19日は除く　
会場:施設敷地内（新堀159）

高校生以上1日2名

高齢者・障がい者との交流　活動内容：レクリエーションの手伝い、話し相手など

ゆうらくの里
（高齢者施設）No.4

8月1日(月)～31日(水）日曜以外
9:00～17:00の間（午前のみ・午後のみでも可）
会場:施設内（四本木1-2-4）

No. メニュー名 体験期間・日時 対象募集人数

高校生以上
1日2名

いろどりの里　日高
（高齢者施設）No.5

8月3日（水）、８月17日（水）13：30～16：00の間
会場:施設内（女影454-4）

小学5年生～
 大学生1日4名

こまのさと作業所
(障がい者施設）No.6

8月8日(月)～31日(水）(土日祝日、8/12～15を除く）
9:30～15:30の間
会場:総合福祉センター「高麗の郷」（楡木201）
※体験1週間前から健康観察の記録が必要です。

中学生以上
1日1名

※3回目ワクチン
接種終了者

環境保全活動　活動内容：環境保全、美化活動

ひだか憩いの森
サポートクラブNo.7

花畑：①8月5日（金）②8月19日（金）③8月26日（金）
里山作り：④8月21日（日）
9:00～12:00　※早めに終了する場合があります。
会場:日高総合公園（高萩1500）

No. メニュー名 体験期間・日時 対象募集人数

①②③中学生以上
④高校生以上

1日15名

鹿山の森を守る会No.8 8月14日（日）　9:00～11:00
会場:日高市鹿山651・653・661-1

中学生以上5名

小さな野草苑の会No.9 8月6日（土）　8:00～10:00
会場:巾着田　※水車小屋に8：00集合

小学4年生～
中学生

7名

日高・みどりの会No.10

8月20日（土）　9：30～12：00
会場：高麗川河原　巾着田～高岡橋区間　
※川の清掃活動。膝くらいまで川に入るケースもあります。
　猛暑や雨天、増水の時は中止になります。

中学生以上5名

No.1～10は受付時にボランティア活動保険（350円）に加入していただきます。
体験する人はワクチン接種が済んでいることが望ましいです。

※ワクチン接種
終了者

information information
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　生活にお困りの人のお話を伺い、課
題を整理する中で安心・安定した生活
を目指す支援を行います。

生活困窮・自立支援

　フードドライブとは、地域や企業、団体等の皆様から
余っている食品を寄付いただく活動です。提供いただ
ける食品がありましたら下記までお願いいたします。

※いただいた食品は、食の支援を必要とする世帯や団体等にお
渡ししています。定期的にフードパントリー（食品提供）も実施
していますので、詳しくは日高市社会福祉協議会のホーム
ページもしくは、お電話にてご確認ください。

　日高市社協会員とは、社協の目的や事業をご理解いただき、年に一度、会費を納めることで財政的に福祉活動にご
協力いただき、応援してくださる皆様のことです。
　今年度も地域福祉推進の事業を実施していけるよう、7月・8月を増
強期間として、区や自治会のご協力により会員募集を行います。
　なお、日高市社会福祉協議会（総合福祉センター内）でも随時、会員加
入を受け付けておりますので、ご支援賜りますようお願い申し上げます。

認知症の人や家族を支え、見守る応援者になろう！

進んでいます！お手伝いします！

　認知症サポーター養成講座を受講し、
認知症について正しい知識を身につけ、
理解をした人が「認知症サポーター」です。
　「認知症サポーター」になっても特別に
何かをしなければならないということはありません。
　認知症の人や家族のきもちの理解に努め、支える、見
守る「応援者」となっていただくことをお願いします。

認知症サポーター養成講座

障がい者雇用

日高市社協会員加入のお願い

お問い合わせ

社会福祉法人　日高市社会福祉協議会
日高市障がい者就労支援センター えるむ
☎ 042-985-2116
FAX 042-985-1411

受付可能な食品：米、缶詰、レトルト食品などで常温保存可能、
　　　　　　未開封、賞味期限が2ヶ月以上あるもの。
受付できない食品：生鮮食品、冷凍品等
受付・問合せ先：日高市社会福祉協議会　☎042-985-9100
　　　　　　（総合福祉センター「高麗の郷」内）

受 付 時 間：午前9時～午後5時※土日祝日をのぞく

会費は主に次のような事業に活用しています
〇福祉のまちづくり助成金　　〇福祉教育プログラム支援
〇福祉用具・車両等の貸出　　〇地域おたすけ隊運営

会費の種類
一般会員

賛助会員

特別会員

１口

１口

１口

500円

2,000円

10,000円

高萩北公民館
9/9（金）18：00～19：30
担当：高萩地域包括支援センター　☎042-984-3001

総合福祉センター 高麗の郷
10/12（水）10：00～11：30
担当：高麗川地域包括支援センター　☎042-984-1362

高麗公民館
11/23（水）10：00～11：30
担当：高麗地域包括支援センター　☎042-982-0111

お申し込みは 8月8日（月）から 
各地域包括支援センターへお願いいたします。
※上記日程以外でも、5人程度集まれば個別開催が可能です。地域

包括支援センターまたは長寿いきがい課へご相談ください。

お問い合わせ　日高市役所  長寿いきがい課  高齢者支援担当
　　　　　　　  ☎042-989-2111

「もったいない」を「ありがとう」へ

（食品寄付）のお願い
フードドライブ

新型コロナウイルス感染症の流行状況により中止する場合が
あります。

事前
予約制

生活
仕事

◇自立相談支援事業
　～課題解決・自立に向けたプランを作成・支援～
◇就労準備事業・就労支援
　～ブランクのある方等の仕事に向けた第一歩や柔軟
　　な働き方・ハローワークとの一体的な支援～
◇家計改善支援事業
　～自立の意思がある方の家計把握・改善のサポート～
◇住居確保給付金の支給
　～求職活動を支えるための家賃費用を有期で給付
　　（要件あり）～
◇子ども学習支援事業
　～不登校・ひきこもり・経済的理由などから学習機会
　　に恵まれない子どもに関する学習支援～

ひとりで悩まず、お気軽にお電話を！
【受付日時】平日9時～5時
【相談窓口】総合福祉センター「高麗の郷」
　日高市社会福祉協議会
　日高市自立相談支援センター　☎042-985-9100

日高市商工会員の皆様のご相談をお待ちしています

重要なお知らせ

Ⅰ 障がいの知識や雇用方法が分からない?
Ⅱ 障がい者の働き方が分からない?(出来る仕事/出来ない仕事)

Ⅲ 採用しても長続きしないので困っている?
Ⅳ 支援制度には何があるの?

■障がい者の法定雇用率が引き上げにより、民間企業
の法定雇用率は2.3％となり今後も更に引き上げが
予想されます。

■障がい者を雇用しなければならない民間企業の事業
主の範囲が従業員43.5人以上に広がりました。

■障がい者を雇用するにあたっては様々な支援制度が
あります！

日高市障がい者就労支援センターえるむでは企業の皆様へ
「障がい者雇用」についての相談や障がい者が職場に定着で
きるよう支援を致します。

ありがとうございました。ご寄付に感謝します

寄付受け入れ状況（R4.2.1～R4.5.31）

物品寄附受け入れ状況

高萩赤十字奉仕団
つながる映画祭実行委員会 成田奈緒子、有）松本商店
高麗川赤十字奉仕団
三成研機㈱ 代表取締役 椎野尊広
㈱高麗川カントリー俱楽部
㈱日高カントリー俱楽部 代表取締役社長 大河原茂夫
武州ガス(株) 取締役社長　原 敏成
関東西濃運輸労働組合 川越支部
高麗川中学校（昭和29年度卒業） 3年Ａ組同級会

50,000
5,000

10,000
50,000

120,000
300,000

30,000
90,000
40,000

(円)敬称略・順序不同
爽風盆栽会
介護ネットなごみの会
匿名3件

10,000
13,388
14,924

(円)敬称略・順序不同

物品名敬称略
高麗川赤十字奉仕団 タオル

日高市社会福祉協議会理事・監事、評議員名簿 （敬称略・選出団体順）6月15日現在

会 長 理 事
副会長理事
常 務 理 事
理　　　事

【理事】 任期：令和4年度決算評議員会まで

任期：令和6年度決算評議員会まで

大沢　　弥（学識経験者）
坂巻　景子（区長会）
荻野　　毅（行政）
前嶋謙一郎（民生委員・児童委員協議会）
久保　芳雄（障がい者団体）

横手きよ子（赤十字奉仕団）

萩原　政行（社会福祉施設）
大澤　博行（市議会）

北田　文子（民生委員・児童委員協議会）

奥平　　曻（ボランティア活動団体）
山川　治美（教育委員会）

評　議　員

【評議員】

新井　一夫（区長会） 関口　一夫（区長会） 石川　進二（区長会）
清水　慶育（商工会） 古本　　洋（法人会） 畑山　靖清（農業協同組合）
島村　満夫（子ども会育成会） 長尾　覚博（民生委員・児童委員協議会） 岡野　　博（民生委員・児童委員協議会）
星　　　仁（民生委員・児童委員協議会） 堀口　和子（行政） 須田　修司（行政）
町田　秀雄（ロータリークラブ） 橋本　利弘（ライオンズクラブ） 進藤　武仁（地域福祉推進組織）
小川　一利（地域福祉推進組織） 佐藤　すみ子（障がい者団体） 水村　賢司（医師会）
大里　治泰（学校代表） 小泉　光枝（保護司会） 高麗　孝道（人権擁護委員協議会）
中村　陽子（子育て支援サークル） 平野　紀子（スポーツ推進委員協議会） 髙橋　都紀子（NPO法人）
寒川　左智子（学識経験者）

監 　 　 事

【監事】

杉山　博行（民生委員・児童委員協議会） 菊間　敦子（学識経験者）
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※みなさんが作った物は、社会福祉協議会から施設等へお届けします。

さあ！　ボランティア体験

社会福祉協議会で
「作り方冊子」を受け取る

説明会に参加（各1時間程度）

申し込み〆切7月28日
先着順で参加メニューの決定

申し込み窓口：日高市楡木201番地　総合福祉センター「高麗の郷」
　　　　　 　日高市社会福祉協議会　 平日8:30～17:15

窓口で申込み

窓口で7月15日申込みスタート
申込時にボランティア活動保険に加入

保険料 350円
おつりのないようにご準備ください。
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彩の国ボランティア
体験プログラム
彩の国ボランティア 参加者

募集!
参加者
募集!体験プログラム

～申し込み方法～～申し込み方法～

プログラムメニュー（2～3ページ）から選んで、申込書に記入
※メニューによっては参加できない場合がありますので対象をよくご確認ください

2022 in HIDAKA
実施期間　令和4年8月31日まで

7月29日（金）19：00～
7月30日（土）10：00～
7月30日（土）14：00～

※いずれかに必ず参加

作って送ろう！
おうちでボランティア

作って送ろう！ おうちでボランティア

施設や自然の中で
ボランティア

◀申込書はこちらから
　ダウンロードできます

日高市社協マスコット
かわせみくん

各公民館、高麗の郷、市役所、
図書館に置いてあるチラシに
申込書がついています。

彩の国ボランティア体験プログラムメニュー
※材料は各自でご準備ください。

施設や自然の中でボランティア

彩の国ボランティア体験プログラムメニュー
※感染状況や天候によっては中止になる場合もあります。

A B C D Eスポンジ
ボール

材料：食器洗い用の
　　 スポンジ、ゴム

紅白旗

材料：色紙、割り箸

雑巾

大きさ：約15㎝×
　　　 25㎝くらい

絵合わせ
カード

材料：牛乳パック
　　 色紙など

巾着袋

大きさ：約15㎝×
　　　 20㎝くらい

子育て・保育体験　活動内容：子どもと遊んだり簡単な手伝い

高麗保育所No.1
8月8日（月）～31日（水）平日8:30～17:15の間
会場:施設敷地内（梅原5-2）散歩先
※体験1週間前から健康観察の記録が必要です

No. メニュー名 体験期間・日時 対象募集人数

高校生以上1日1名

高根保育所No.2
8月8日（月）～31日（水）平日9:00～16:00の間　
会場:施設敷地内（下鹿山490-1）
※体験1週間前から健康観察の記録が必要です

高校生以上1日3名

日高ふじみだい
認定こども園No.3

8月1日（月）～31日（水）平日9:00～17:00の間
※8/12～19日は除く　
会場:施設敷地内（新堀159）

高校生以上1日2名

高齢者・障がい者との交流　活動内容：レクリエーションの手伝い、話し相手など

ゆうらくの里
（高齢者施設）No.4

8月1日(月)～31日(水）日曜以外
9:00～17:00の間（午前のみ・午後のみでも可）
会場:施設内（四本木1-2-4）

No. メニュー名 体験期間・日時 対象募集人数

高校生以上
1日2名

いろどりの里　日高
（高齢者施設）No.5

8月3日（水）、８月17日（水）13：30～16：00の間
会場:施設内（女影454-4）

小学5年生～
 大学生1日4名

こまのさと作業所
(障がい者施設）No.6

8月8日(月)～31日(水）(土日祝日、8/12～15を除く）
9:30～15:30の間
会場:総合福祉センター「高麗の郷」（楡木201）
※体験1週間前から健康観察の記録が必要です。

中学生以上
1日1名

※3回目ワクチン
接種終了者

環境保全活動　活動内容：環境保全、美化活動

ひだか憩いの森
サポートクラブNo.7

花畑：①8月5日（金）②8月19日（金）③8月26日（金）
里山作り：④8月21日（日）
9:00～12:00　※早めに終了する場合があります。
会場:日高総合公園（高萩1500）

No. メニュー名 体験期間・日時 対象募集人数

①②③中学生以上
④高校生以上

1日15名

鹿山の森を守る会No.8 8月14日（日）　9:00～11:00
会場:日高市鹿山651・653・661-1

中学生以上5名

小さな野草苑の会No.9 8月6日（土）　8:00～10:00
会場:巾着田　※水車小屋に8：00集合

小学4年生～
中学生

7名

日高・みどりの会No.10

8月20日（土）　9：30～12：00
会場：高麗川河原　巾着田～高岡橋区間　
※川の清掃活動。膝くらいまで川に入るケースもあります。
　猛暑や雨天、増水の時は中止になります。

中学生以上5名

No.1～10は受付時にボランティア活動保険（350円）に加入していただきます。
体験する人はワクチン接種が済んでいることが望ましいです。

※ワクチン接種
終了者
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Feature

あなたも
になれるところ主役

特  集

ひろがる！
　 つながる！ひろがる！
　 つながる！

　日高市総合福祉センター「高麗の郷」内にボランティア・市民活動支援センターが令和４年の４月にオープンしま
した。オープンを記念して、今回は、市民活動支援センターを特集します。
　市民活動支援センターの概要や役割、オープン日の詳細などを載せていますので、ボランティア活動をしてみた
い、活動を支援したいというかたはぜひおこしください。
　また、ボランティア活動を応援するサポーターさんに始めたきっかけや今後の抱負、メッセージを取材しました。～誕生  日高市ボランティア・市民活動支援センター～

ボランティア活動を応援するサポーターさんにお話をお聞きしました！

①サポーターを始めたきっかけは？①サポーターを始めたきっかけは？
・社協さんからのおさそいがきっかけで始めました。
・前身の「みんひろ」にボランティア交流会に参加し

たことから始めました。
・福祉関係のボランティアを行い、経験を積みた

かったからです。
  自分が日々 年齢を重ねていくことを実感し、このま
まで良いのか不安となり始めました。様 な々活動
を通し成長していきたいです！人生１００年！！

・ボランティア・サポーター養成講座を受講したこと
がきっかけです。

・私になにかできることがあるかを考えサポーター
を始めました。

③ボランティアしたいかたするか
　悩んでいるかたへのメッセージをお願いします
③ボランティアしたいかたするか
　悩んでいるかたへのメッセージをお願いします

・何か興味がわいたものがあれば１歩勇気を出して参加してみて
ほしいです。

・好きなこと、興味あること、学んでみたいこと、友達を作りたい、地
域を知りたいなどきっかけはなんでも良いと思います。

・無理せず、細く長く続けて行きましょう。
・みんなでやれば何事もうまくいくと思います！
・まずは第１歩を踏み出してチャレンジしてみてください！！
・ほんの小さなことから始めることが大切かと思います。
・ボランティアを堅く考えないで、たくさん集まって話し合うことにより

良い知恵が積み重なり、社会貢献につながるのではと思います。
・ボランティア活動を始めるか迷っているかたは、できるひとができ

る時にできるだけしてほしいと思っています。

②サポーターをする上で今後の抱負、活動理由、
　魅力など教えて下さい
②サポーターをする上で今後の抱負、活動理由、
　魅力など教えて下さい

・皆さんが持っているさまざまな知恵や悩みや情報の流れを円滑にしてい
きたいです。

・まだまだ、始めたばかりなので、福祉の勉強を基礎から学びたいです。
・皆さんが来てよかったと感じてもらえるようなサポートをしていきたいです。
・自分自身が楽しく活動できることです。普段の生活で知ることのできない

人との出会いや体験ができますよ。
・いつでも相手の立場で考えて、お話をするように心がけています。
・幅広い年齢層のひとが立ち寄れるような場所を作っていきたいです。総合

福祉センターでサークルにきた人が活動後に市民活動センターに立ち寄
り、おしゃべりや相談をしていければ良いと思います。

・地域で暮らすかたが幸せになれるようにしていきたいです。また、生まれや
障がい、年齢を超えた交流ができるように活動していきたいと思います。

会議の様子

鋭意活動中です！

ボランティア・市民活動支援センターってなーに？ボランティア・市民活動支援センターってなーに？

どんな役割をもって誕生したの？

　全市民のかたがボランティア活動に参加できる拠点として、共生社会を更に発展させ、
整備していきます。

どんなことができるの？

　ボランティア活動やボランティアサポーターによる市民活動の各種相談、情報提供を幅
広く行っています。

いつどこでしてるの？

・オープン日：第１・３・５火曜日と第２・４木曜日　１０：００～１５：００（祝休日はお休み）
・場所：総合福祉センタ－「高麗の郷」　健康相談室
・運営：ボランティアサポーターズクラブ（市民ボランティア）
・問い合わせ：日高市ボランティア・市民活動支援センター
☎０４２－９８５－９１００

社協事務所向かい側にあります！

相談を受けている様子
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　生活にお困りの人のお話を伺い、課
題を整理する中で安心・安定した生活
を目指す支援を行います。

生活困窮・自立支援

　フードドライブとは、地域や企業、団体等の皆様から
余っている食品を寄付いただく活動です。提供いただ
ける食品がありましたら下記までお願いいたします。

※いただいた食品は、食の支援を必要とする世帯や団体等にお
渡ししています。定期的にフードパントリー（食品提供）も実施
していますので、詳しくは日高市社会福祉協議会のホーム
ページもしくは、お電話にてご確認ください。

　日高市社協会員とは、社協の目的や事業をご理解いただき、年に一度、会費を納めることで財政的に福祉活動にご
協力いただき、応援してくださる皆様のことです。
　今年度も地域福祉推進の事業を実施していけるよう、7月・8月を増
強期間として、区や自治会のご協力により会員募集を行います。
　なお、日高市社会福祉協議会（総合福祉センター内）でも随時、会員加
入を受け付けておりますので、ご支援賜りますようお願い申し上げます。

認知症の人や家族を支え、見守る応援者になろう！

進んでいます！お手伝いします！

　認知症サポーター養成講座を受講し、
認知症について正しい知識を身につけ、
理解をした人が「認知症サポーター」です。
　「認知症サポーター」になっても特別に
何かをしなければならないということはありません。
　認知症の人や家族のきもちの理解に努め、支える、見
守る「応援者」となっていただくことをお願いします。

認知症サポーター養成講座

障がい者雇用

日高市社協会員加入のお願い

お問い合わせ

社会福祉法人　日高市社会福祉協議会
日高市障がい者就労支援センター えるむ
☎ 042-985-2116
FAX 042-985-1411

受付可能な食品：米、缶詰、レトルト食品などで常温保存可能、
　　　　　　未開封、賞味期限が2ヶ月以上あるもの。
受付できない食品：生鮮食品、冷凍品等
受付・問合せ先：日高市社会福祉協議会　☎042-985-9100
　　　　　　（総合福祉センター「高麗の郷」内）

受 付 時 間：午前9時～午後5時※土日祝日をのぞく

会費は主に次のような事業に活用しています
〇福祉のまちづくり助成金　　〇福祉教育プログラム支援
〇福祉用具・車両等の貸出　　〇地域おたすけ隊運営

会費の種類
一般会員

賛助会員

特別会員

１口

１口

１口

500円

2,000円

10,000円

高萩北公民館
9/9（金）18：00～19：30
担当：高萩地域包括支援センター　☎042-984-3001

総合福祉センター 高麗の郷
10/12（水）10：00～11：30
担当：高麗川地域包括支援センター　☎042-984-1362

高麗公民館
11/23（水）10：00～11：30
担当：高麗地域包括支援センター　☎042-982-0111

お申し込みは 8月8日（月）から 
各地域包括支援センターへお願いいたします。
※上記日程以外でも、5人程度集まれば個別開催が可能です。地域

包括支援センターまたは長寿いきがい課へご相談ください。

お問い合わせ　日高市役所  長寿いきがい課  高齢者支援担当
　　　　　　　  ☎042-989-2111

「もったいない」を「ありがとう」へ

（食品寄付）のお願い
フードドライブ

新型コロナウイルス感染症の流行状況により中止する場合が
あります。

事前
予約制

生活
仕事

◇自立相談支援事業
　～課題解決・自立に向けたプランを作成・支援～
◇就労準備事業・就労支援
　～ブランクのある方等の仕事に向けた第一歩や柔軟
　　な働き方・ハローワークとの一体的な支援～
◇家計改善支援事業
　～自立の意思がある方の家計把握・改善のサポート～
◇住居確保給付金の支給
　～求職活動を支えるための家賃費用を有期で給付
　　（要件あり）～
◇子ども学習支援事業
　～不登校・ひきこもり・経済的理由などから学習機会
　　に恵まれない子どもに関する学習支援～

ひとりで悩まず、お気軽にお電話を！
【受付日時】平日9時～5時
【相談窓口】総合福祉センター「高麗の郷」
　日高市社会福祉協議会
　日高市自立相談支援センター　☎042-985-9100

日高市商工会員の皆様のご相談をお待ちしています

重要なお知らせ

Ⅰ 障がいの知識や雇用方法が分からない?
Ⅱ 障がい者の働き方が分からない?(出来る仕事/出来ない仕事)

Ⅲ 採用しても長続きしないので困っている?
Ⅳ 支援制度には何があるの?

■障がい者の法定雇用率が引き上げにより、民間企業
の法定雇用率は2.3％となり今後も更に引き上げが
予想されます。

■障がい者を雇用しなければならない民間企業の事業
主の範囲が従業員43.5人以上に広がりました。

■障がい者を雇用するにあたっては様々な支援制度が
あります！

日高市障がい者就労支援センターえるむでは企業の皆様へ
「障がい者雇用」についての相談や障がい者が職場に定着で
きるよう支援を致します。

ありがとうございました。ご寄付に感謝します

寄付受け入れ状況（R4.2.1～R4.5.31）

物品寄附受け入れ状況

高萩赤十字奉仕団
つながる映画祭実行委員会 成田奈緒子、有）松本商店
高麗川赤十字奉仕団
三成研機㈱ 代表取締役 椎野尊広
㈱高麗川カントリー俱楽部
㈱日高カントリー俱楽部 代表取締役社長 大河原茂夫
武州ガス(株) 取締役社長　原 敏成
関東西濃運輸労働組合 川越支部
高麗川中学校（昭和29年度卒業） 3年Ａ組同級会

50,000
5,000

10,000
50,000

120,000
300,000

30,000
90,000
40,000

(円)敬称略・順序不同
爽風盆栽会
介護ネットなごみの会
匿名3件

10,000
13,388
14,924

(円)敬称略・順序不同

物品名敬称略
高麗川赤十字奉仕団 タオル

日高市社会福祉協議会理事・監事、評議員名簿 （敬称略・選出団体順）6月15日現在

会 長 理 事
副会長理事
常 務 理 事
理　　　事

【理事】 任期：令和4年度決算評議員会まで

任期：令和6年度決算評議員会まで

大沢　　弥（学識経験者）
坂巻　景子（区長会）
荻野　　毅（行政）
前嶋謙一郎（民生委員・児童委員協議会）
久保　芳雄（障がい者団体）

横手きよ子（赤十字奉仕団）

萩原　政行（社会福祉施設）
大澤　博行（市議会）

北田　文子（民生委員・児童委員協議会）

奥平　　曻（ボランティア活動団体）
山川　治美（教育委員会）

評　議　員

【評議員】

新井　一夫（区長会） 関口　一夫（区長会） 石川　進二（区長会）
清水　慶育（商工会） 古本　　洋（法人会） 畑山　靖清（農業協同組合）
島村　満夫（子ども会育成会） 長尾　覚博（民生委員・児童委員協議会） 岡野　　博（民生委員・児童委員協議会）
星　　　仁（民生委員・児童委員協議会） 堀口　和子（行政） 須田　修司（行政）
町田　秀雄（ロータリークラブ） 橋本　利弘（ライオンズクラブ） 進藤　武仁（地域福祉推進組織）
小川　一利（地域福祉推進組織） 佐藤　すみ子（障がい者団体） 水村　賢司（医師会）
大里　治泰（学校代表） 小泉　光枝（保護司会） 高麗　孝道（人権擁護委員協議会）
中村　陽子（子育て支援サークル） 平野　紀子（スポーツ推進委員協議会） 髙橋　都紀子（NPO法人）
寒川　左智子（学識経験者）

監 　 　 事

【監事】

杉山　博行（民生委員・児童委員協議会） 菊間　敦子（学識経験者）

作った物と体験シート（アンケート）を
8月31日までに社会福祉協議会へ持ってくる

体験シート（アンケート）を
社会福祉協議会へ持ってくる

※希望者には、参加証を発行します。体験シートをお持ちください。
※みなさんが作った物は、社会福祉協議会から施設等へお届けします。

さあ！　ボランティア体験

社会福祉協議会で
「作り方冊子」を受け取る

説明会に参加（各1時間程度）

申し込み〆切7月28日
先着順で参加メニューの決定

申し込み窓口：日高市楡木201番地　総合福祉センター「高麗の郷」
　　　　　 　日高市社会福祉協議会　 平日8:30～17:15

窓口で申込み

窓口で7月15日申込みスタート
申込時にボランティア活動保険に加入

保険料 350円
おつりのないようにご準備ください。
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彩の国ボランティア
体験プログラム
彩の国ボランティア 参加者

募集!
参加者
募集!体験プログラム

～申し込み方法～～申し込み方法～

プログラムメニュー（2～3ページ）から選んで、申込書に記入
※メニューによっては参加できない場合がありますので対象をよくご確認ください

2022 in HIDAKA
実施期間　令和4年8月31日まで

7月29日（金）19：00～
7月30日（土）10：00～
7月30日（土）14：00～

※いずれかに必ず参加

作って送ろう！
おうちでボランティア

作って送ろう！ おうちでボランティア

施設や自然の中で
ボランティア

◀申込書はこちらから
　ダウンロードできます

日高市社協マスコット
かわせみくん

各公民館、高麗の郷、市役所、
図書館に置いてあるチラシに
申込書がついています。

彩の国ボランティア体験プログラムメニュー
※材料は各自でご準備ください。

施設や自然の中でボランティア

彩の国ボランティア体験プログラムメニュー
※感染状況や天候によっては中止になる場合もあります。

A B C D Eスポンジ
ボール

材料：食器洗い用の
　　 スポンジ、ゴム

紅白旗

材料：色紙、割り箸

雑巾

大きさ：約15㎝×
　　　 25㎝くらい

絵合わせ
カード

材料：牛乳パック
　　 色紙など

巾着袋

大きさ：約15㎝×
　　　 20㎝くらい

子育て・保育体験　活動内容：子どもと遊んだり簡単な手伝い

高麗保育所No.1
8月8日（月）～31日（水）平日8:30～17:15の間
会場:施設敷地内（梅原5-2）散歩先
※体験1週間前から健康観察の記録が必要です

No. メニュー名 体験期間・日時 対象募集人数

高校生以上1日1名

高根保育所No.2
8月8日（月）～31日（水）平日9:00～16:00の間　
会場:施設敷地内（下鹿山490-1）
※体験1週間前から健康観察の記録が必要です

高校生以上1日3名

日高ふじみだい
認定こども園No.3

8月1日（月）～31日（水）平日9:00～17:00の間
※8/12～19日は除く　
会場:施設敷地内（新堀159）

高校生以上1日2名

高齢者・障がい者との交流　活動内容：レクリエーションの手伝い、話し相手など

ゆうらくの里
（高齢者施設）No.4

8月1日(月)～31日(水）日曜以外
9:00～17:00の間（午前のみ・午後のみでも可）
会場:施設内（四本木1-2-4）

No. メニュー名 体験期間・日時 対象募集人数

高校生以上
1日2名

いろどりの里　日高
（高齢者施設）No.5

8月3日（水）、８月17日（水）13：30～16：00の間
会場:施設内（女影454-4）

小学5年生～
 大学生1日4名

こまのさと作業所
(障がい者施設）No.6

8月8日(月)～31日(水）(土日祝日、8/12～15を除く）
9:30～15:30の間
会場:総合福祉センター「高麗の郷」（楡木201）
※体験1週間前から健康観察の記録が必要です。

中学生以上
1日1名

※3回目ワクチン
接種終了者

環境保全活動　活動内容：環境保全、美化活動

ひだか憩いの森
サポートクラブNo.7

花畑：①8月5日（金）②8月19日（金）③8月26日（金）
里山作り：④8月21日（日）
9:00～12:00　※早めに終了する場合があります。
会場:日高総合公園（高萩1500）

No. メニュー名 体験期間・日時 対象募集人数

①②③中学生以上
④高校生以上

1日15名

鹿山の森を守る会No.8 8月14日（日）　9:00～11:00
会場:日高市鹿山651・653・661-1

中学生以上5名

小さな野草苑の会No.9 8月6日（土）　8:00～10:00
会場:巾着田　※水車小屋に8：00集合

小学4年生～
中学生

7名

日高・みどりの会No.10

8月20日（土）　9：30～12：00
会場：高麗川河原　巾着田～高岡橋区間　
※川の清掃活動。膝くらいまで川に入るケースもあります。
　猛暑や雨天、増水の時は中止になります。

中学生以上5名

No.1～10は受付時にボランティア活動保険（350円）に加入していただきます。
体験する人はワクチン接種が済んでいることが望ましいです。

※ワクチン接種
終了者
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　生活にお困りの人のお話を伺い、課
題を整理する中で安心・安定した生活
を目指す支援を行います。

生活困窮・自立支援

　フードドライブとは、地域や企業、団体等の皆様から
余っている食品を寄付いただく活動です。提供いただ
ける食品がありましたら下記までお願いいたします。

※いただいた食品は、食の支援を必要とする世帯や団体等にお
渡ししています。定期的にフードパントリー（食品提供）も実施
していますので、詳しくは日高市社会福祉協議会のホーム
ページもしくは、お電話にてご確認ください。

　日高市社協会員とは、社協の目的や事業をご理解いただき、年に一度、会費を納めることで財政的に福祉活動にご
協力いただき、応援してくださる皆様のことです。
　今年度も地域福祉推進の事業を実施していけるよう、7月・8月を増
強期間として、区や自治会のご協力により会員募集を行います。
　なお、日高市社会福祉協議会（総合福祉センター内）でも随時、会員加
入を受け付けておりますので、ご支援賜りますようお願い申し上げます。

認知症の人や家族を支え、見守る応援者になろう！

進んでいます！お手伝いします！

　認知症サポーター養成講座を受講し、
認知症について正しい知識を身につけ、
理解をした人が「認知症サポーター」です。
　「認知症サポーター」になっても特別に
何かをしなければならないということはありません。
　認知症の人や家族のきもちの理解に努め、支える、見
守る「応援者」となっていただくことをお願いします。

認知症サポーター養成講座

障がい者雇用

日高市社協会員加入のお願い

お問い合わせ

社会福祉法人　日高市社会福祉協議会
日高市障がい者就労支援センター えるむ
☎ 042-985-2116
FAX 042-985-1411

受付可能な食品：米、缶詰、レトルト食品などで常温保存可能、
　　　　　　未開封、賞味期限が2ヶ月以上あるもの。
受付できない食品：生鮮食品、冷凍品等
受付・問合せ先：日高市社会福祉協議会　☎042-985-9100
　　　　　　（総合福祉センター「高麗の郷」内）

受 付 時 間：午前9時～午後5時※土日祝日をのぞく

会費は主に次のような事業に活用しています
〇福祉のまちづくり助成金　　〇福祉教育プログラム支援
〇福祉用具・車両等の貸出　　〇地域おたすけ隊運営

会費の種類
一般会員

賛助会員

特別会員

１口

１口

１口

500円

2,000円

10,000円

高萩北公民館
9/9（金）18：00～19：30
担当：高萩地域包括支援センター　☎042-984-3001

総合福祉センター 高麗の郷
10/12（水）10：00～11：30
担当：高麗川地域包括支援センター　☎042-984-1362

高麗公民館
11/23（水）10：00～11：30
担当：高麗地域包括支援センター　☎042-982-0111

お申し込みは 8月8日（月）から 
各地域包括支援センターへお願いいたします。
※上記日程以外でも、5人程度集まれば個別開催が可能です。地域

包括支援センターまたは長寿いきがい課へご相談ください。

お問い合わせ　日高市役所  長寿いきがい課  高齢者支援担当
　　　　　　　  ☎042-989-2111

「もったいない」を「ありがとう」へ

（食品寄付）のお願い
フードドライブ

新型コロナウイルス感染症の流行状況により中止する場合が
あります。

事前
予約制

生活
仕事

◇自立相談支援事業
　～課題解決・自立に向けたプランを作成・支援～
◇就労準備事業・就労支援
　～ブランクのある方等の仕事に向けた第一歩や柔軟
　　な働き方・ハローワークとの一体的な支援～
◇家計改善支援事業
　～自立の意思がある方の家計把握・改善のサポート～
◇住居確保給付金の支給
　～求職活動を支えるための家賃費用を有期で給付
　　（要件あり）～
◇子ども学習支援事業
　～不登校・ひきこもり・経済的理由などから学習機会
　　に恵まれない子どもに関する学習支援～

ひとりで悩まず、お気軽にお電話を！
【受付日時】平日9時～5時
【相談窓口】総合福祉センター「高麗の郷」
　日高市社会福祉協議会
　日高市自立相談支援センター　☎042-985-9100

日高市商工会員の皆様のご相談をお待ちしています

重要なお知らせ

Ⅰ 障がいの知識や雇用方法が分からない?
Ⅱ 障がい者の働き方が分からない?(出来る仕事/出来ない仕事)

Ⅲ 採用しても長続きしないので困っている?
Ⅳ 支援制度には何があるの?

■障がい者の法定雇用率が引き上げにより、民間企業
の法定雇用率は2.3％となり今後も更に引き上げが
予想されます。

■障がい者を雇用しなければならない民間企業の事業
主の範囲が従業員43.5人以上に広がりました。

■障がい者を雇用するにあたっては様々な支援制度が
あります！

日高市障がい者就労支援センターえるむでは企業の皆様へ
「障がい者雇用」についての相談や障がい者が職場に定着で
きるよう支援を致します。

ありがとうございました。ご寄付に感謝します

寄付受け入れ状況（R4.2.1～R4.5.31）
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町田　秀雄（ロータリークラブ） 橋本　利弘（ライオンズクラブ） 進藤　武仁（地域福祉推進組織）
小川　一利（地域福祉推進組織） 佐藤　すみ子（障がい者団体） 水村　賢司（医師会）
大里　治泰（学校代表） 小泉　光枝（保護司会） 高麗　孝道（人権擁護委員協議会）
中村　陽子（子育て支援サークル） 平野　紀子（スポーツ推進委員協議会） 髙橋　都紀子（NPO法人）
寒川　左智子（学識経験者）

監 　 　 事

【監事】

杉山　博行（民生委員・児童委員協議会） 菊間　敦子（学識経験者）
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ひだか社協だより

2022.7ひだまりHIDAMARI

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。社会福祉協議会は、地域福祉をすすめる団体です。

ひろがる！つながる！あなたも主役になれるところ
～誕生  日高市ボランティア・市民活動支援センター～

－ 特  集 － 

　判断能力が不十分な高齢者や
知的障がい・精神障がいのある人
があんしんして生活が送れるよう
にご自宅を訪問し福祉サービスの
利用援助や暮らしに必要なお金の
出し入れのお手伝いをします。相
談は無料ですが、利用には料金が
かかります。

　いつも総合福祉センター「高麗の郷」をご利用いた
だきありがとうございます。
　新型コロナウイルス感染症の流行に伴いまして、総
合福祉センターは感染症対策を講じながら営業をし
ております。来館の際には、マスクの着用や検温、手
指消毒等のご協力をお願いいたします。
　また、貸室や浴室利用については、定員制限等はご
ざいませんので、お気軽にご利用ください。
　その他詳細等については、日高市社協ホームページ
の閲覧または総合福祉センター（☎042-985-9988）
にお問い合わせください。
※感染症の流行状況により変更になる場合がありま
す。ご了承ください。

　車いすを使用しているかたを対象に、車いすに
乗ったままで乗り降りが可能な福祉自動車を貸し出
しています。
　事前予約（利用日の5日前まで）及び申請書の提出、
社協会員の加入が必要になります。
　詳しくは、社協までお問い合わせください。

　日高市社会福祉協議会では、「日本入れ歯リサイク
ル協会」に賛同し、使わなくなった入れ歯の回収・リサ
イクル事業を行っています。
　収益については、（財）日本ユニセフ協会と社協に
寄附され、地域福祉の事業推進等に役立てられます。
　入れ歯は市内の回収ボックスにて寄付することが
できますので、ご協力をお願いいたします。

☎042-985-9100

「あんしんサポートねっと」

総合福祉センター
「高麗の郷」の利用について

福祉自動車の貸出しを
行っています

使わなくなった入れ歯の
リサイクルにご協力ください

福祉サービス利用援助事業

・貸出の条件

・受付日

①車いすを使用していること
②日高市内在住のかた
③社協の会員又は世帯

8：30～17：15（平日）

・費用
市内：無料
市外：距離に応じて精算

【予約・問い合わせ】
日高市社会福祉協議会　☎042-985-9100

・回収の対象になるもの
使わなくなった入れ歯（金属がついているもの）

・回収BOXの設置場所
①日高市役所１階ロビー
②日高市総合福祉センター
　「高麗の郷」
　エントランスホール

・寄付方法
寄付する入れ歯をきれいに洗浄・消毒してください。
厚手の紙や備え付けのビニール袋に入れて回収
BOXに寄附をお願いします。

ちょっと脳トレ
ひらがなを並び替えて単語にしましょう！

①りきかおご

②まのわあが

③うはょしぶな

④くんゃきだち

⑤きかうわんしゅこ

答え　①かきごおり　②あまのがわ　③はなしょうぶ　④きんちゃくだ　⑤こきんわかしゅう
かき氷 天の川 花菖蒲 巾着田 古今和歌集


