
Fukushiyokoze Vol.77 Summer

この「ふくし・よこぜ」は、共同募金の配分を受けて発行されています。

7月４日火 午前9時申込開始

申込方法

問い合わせ 横瀬町社協・ボランティアセンター（総合福祉センター内）
☎ 22・7380　FAX 24・7289　E-mail yoko-sha@mb.jnc.ne.jp
(月曜日～金曜日 午前8:30～午後5:15※土・日・祝日を除く)

参加する本人が直接、横瀬町社協・ボランティアセンターに来所し、
申込用紙に記入、提出してください。

※未成年の参加は保護者の署名捺印が必要です。　
※各メニューとも定員になり次第締め切ります。
※横瀬町内の小中学校に通っている生徒で、夏休みが始まってから参加を決めたときは、直接社協・
　ボランティアセンターへ申し込んでください。仕事や学校などで受付時間内に窓口に来られない方は、
　メール、電話、ファックスでご相談ください。

いろチャレ①カレー作り

※
※

　横瀬町社協・ボランティアセンターでは、
ボランティア活動を始めるきっかけ作りの
ため、夏休み期間を中心に「ボランティア体験
プログラム」を行っています。小中学生はボ
ランティアカードの活動記録15回を達成する
チャンスです！ 
　初めての方も安心してご参加いただける
プログラムですので興味のある方はお気軽
にお申込みください。(写真は平成28年度の
「ボランティア体験プログラム」から)

　横瀬町社協・ボランティアセンターでは、
ボランティア活動を始めるきっかけ作りの
ため、夏休み期間を中心に「ボランティア体験
プログラム」を行っています。小中学生はボ
ランティアカードの活動記録15回を達成する
チャンスです！ 
　初めての方も安心してご参加いただける
プログラムですので興味のある方はお気軽
にお申込みください。(写真は平成28年度の
「ボランティア体験プログラム」から)

編集・発行／社会福祉法人 横瀬町社会福祉協議会　 〒368-0072 横瀬町大字横瀬1240番地 TEL 0494-22-7380 FAX 0494-24-7289

平成29年度

彩の国ボランティア体験プログラム
参加者大募集
彩の国ボランティア体験プログラム
参加者大募集

保育所でボランティア保育所でボランティア



名札、筆記用具、かわいいペンなど
※お年寄りに渡すメッセージカードを作成します。
参加費500円、名札、エプロン、三角巾、筆記用具、水彩セットまたはクレヨンか色鉛筆、
自分がかきたい物（花・おもちゃなど）

学校指定ジャージ、上履き、タオル、水筒

　　　　　
子どもが好きな方、中学生以上
各日　4名程度

中学生以上
各日　２名まで

中学生以上
各日　３名程度
中学生以上
各日　２名程度

子どもが好きな方、中学生以上
各日　4名程度

中学生以上
10～15名程度
中学生以上　
各日　２名程度

中学生以上　
各日　2～4名

中学生以上　
各日　1～2名

中学生以上　
2～4名

中学生以上　
各日　3名程度
中学生以上
各日　４名程度（１日だけの参加も可）

小年生以上　１５名
親子参加も可
小学３年～６年生　7名
親子参加も可、一般の方も募集
小学生と保護者　15名
（小1～2の人は必ず保護者と一緒に参加）
小学生と保護者　15名
（小1～2の人は必ず保護者と一緒に参加）
小学３年～６年生　15名　
親子参加も可

動きやすい服装、運動靴、上履き、帽子、タオル、水筒　
※プールを使用しますので、着替えを一式ご持参ください。

学校指定ジャージ、上履き、タオル、水筒
※体験時間により昼食を持参して下さい。

動きやすい服装で上履き、お弁当、水筒、帽子を持参してください。
※幼児や小学生と楽しく交流しましょう！　

動きやすい服装（ジャージ）、運動靴（上履可）、着替え（汚れる恐れがあるので）、
水筒。昼食は提供有（無料）。

動きやすい服装、運動靴、上履き、帽子、タオル、水筒、お弁当。※プール遊びの手伝いがあ
りますので、着替え、タオルを持参して下さい。（できれば水着を用意）
動きやすい服装、運動靴、上履き、帽子、タオル、水筒　※前半の1時間は室内で学習や絵
画などへのアドバイス、クイズや読み聞かせ。後半は一緒に元気よく外遊びをお願いします。

中学生以上、一般の方も募集
各日　10名程度（１日だけの参加も可）

動きやすい服装（ジャージ）、運動靴、タオル、水筒を用意してください。
※昼食を無料で提供します。

参加費500円、名札、エプロン、三角巾

名札、工作用はさみ
※家に使用済み切手のある人は、持ってきてください。

参加費500円、名札、エプロン、三角巾、
筆記用具

小学３年～６年生　７名 参加費500円、名札、エプロン
※参加している間は、走らないでね！

　　　　　　　　　　対象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持ち物・その他

動きやすい服装（ジャージ）、運動靴（上履可）、着替え（汚れる恐れがあるので）、
水筒。昼食は提供有（無料）。
※２日以上参加される方に「認知症サポーター養成講座」開催予定。認知症サ
ポーター資格を取得できます！
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老人ホームでケア体験　老人ホームでケア体験　

いろチャレ③美味料理教室
いろチャレ③美味料理教室



茂林寺
札所6番ト雲寺

町民グラウンド

横瀬中学校

羊山公園

横瀬大橋

横
瀬
川

西武秩父線

農協

札所7番法長寺

長興寺（5番納経所）
札所5番語歌堂

苅米林道
琴平神社

活性化センター

白鬚
神社

高原パーク横瀬

横瀬児童館横瀬児童館

秩父ほうしょう幼稚園秩父ほうしょう幼稚園

総合福祉センター（社協）総合福祉センター（社協）総合福祉総総総総総合福祉
横瀬町保育所横瀬町保育所

ウエルハイム・ヨコゼウエルハイム・ヨコゼ
なでしこ

大大大大大大大大横瀬大橋

横
瀬
川

AA

C

G

F

H
I

B
●D

299

絆の丘

横瀬小学校

横瀬町役場
札所9番
明智寺
札所9番
明智寺

茂林寺
札所6番ト雲寺

札所8番西善寺

町民グラウンド

横瀬中学校

羊山公園

東林寺

御製碑

横瀬駅

横瀬大橋

西武秩父線

農協 町民会館
札所7番法長寺

長興寺（5番納経所）
札所5番語歌堂
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旧芦ケ久保小学校
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駅
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横瀬町役場
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秩父ほうしょう幼稚園
「預かり保育」

秩父ほうしょう幼稚園
「夏季保育」

老人ホームでケア体験
～君も認知症サポーターになれる～
デイサービスでケア体験
～君も認知症サポーターになれる～

絆の丘でケア体験

児童館でボランティア

なでしこ
入所ボランティア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ウエルハイム・ヨコゼ
「感謝祭」

なでしこ
「納涼祭」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

なでしこ通所（デイケア）
ボランティア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

横瀬町
「夏休み子ども教室」

保育所でボランティア

やってみよう！使用済み
切手整理ボランティア

絆の丘交流ボランティア

いろいろチャレンジ☆
プログラム①
いろいろチャレンジ☆
プログラム②

保育補助、プール遊び、清掃等

感謝祭の準備、運営の手伝い

施設内清掃、食事を配ったり
片付けるお手伝い

利用者との会話、レクのお手伝い

納涼祭の準備、
利用者を誘導するお手伝い

横瀬小1・2年生の活動補助
（学習及び遊び）

保育所児童との交流、プール遊び・清掃、
施設内の清掃

使用済み切手の整理をします

非常食体験＆カレー作り、絵てがみ教室

絆の丘で行われるハーモニカ演奏会を
見に行こう♪お年寄りと交流できるよ！

てんぷらつき！うどん打ち体験、
フラ教室 (new)

美味料理教室、点字教室

ミニデイサービスに行ってみよう！
（ミニデイサービスのお手伝いをします。）

7/24、25、26、27、28、31、8/1、7、8、9、
10、17、18、21、22、23、24、25  8：00～12：00　

8/2、3、4
8：00～12：00

7/21～8/26（日曜日はお休み）
9：00～15：00
7/21～8/26（日曜日はお休み）
9：00～15：00

9/23（秋分の日）
10：00～16：00

7/21～8/26（日曜日はお休み）
9：00～15：00

7/21～8/25の平日(8/14～16を除く)
9：30～16：30

7/21～8/27
時間は相談に応じます。
7/21～8/26（火・日を除く）
時間は相談に応じます。

8/19
13：30～15：30

7/27、28、8/1、2、7、8
8：30～13：00
7/26、28、8/2、4、7、10、16、18
14：00～16：00

8/17　10：00～12：00

8/21　13：00～15：30

7/31　 9：30～15：00

8/3　 9：30～15：00

8/7　 9：30～15：00

A秩父ほうしょう
　幼稚園

A秩父ほうしょう
　幼稚園

Bウエルハイム・ヨコゼ

Bウエルハイム・ヨコゼ

Bウエルハイム・ヨコゼ
　内デイサービス

H絆の丘（地域密着型特養）

C横瀬児童館

Dなでしこ施設内

Dなでしこ施設内

Dなでしこ施設内

E横瀬町保育所

F横瀬小学校
　図書室、校庭等

G横瀬町総合福祉センター
H絆の丘（地域密着型特養）
G横瀬町総合福祉
　センター

G横瀬町総合福祉
　センター

G横瀬町総合福祉
　センター
G横瀬町総合福祉
　センター
G横瀬町総合福祉
　センター

横瀬町町民会館
「第32回ヨコゼ音楽祭」 ヨコゼ音楽祭のお手伝い (new) 8/5、6

9：00～18：00
l横瀬町
　町民会館

いろいろチャレンジ☆
プログラム③
いろいろチャレンジ☆
プログラム④ 8/8　 9：00～15：30

メニュー名　　　　　　　　　　　　活動内容　　　　　　　　　　　活動先　　　　　　　　　　　　 日時　　　　　　　No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

食事介助補助、レクや散歩の補助、
話し相手、清掃
（各活動には職員の指導があります
ので、初心者でも安心です。）

プログラム一覧

子どもとの交流、行事の手伝い、
施設内の清掃

小学校

の駅

3

いろチャレ②う
どん打ち

いろチャレ②う
どん打ち

いろチャレ④ミニデイ
いろチャレ④ミニデイ
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(主なもの)事業計画
会議の開催
★理事会　★評議員会　★監査会

地域福祉活動育成強化事業
★福祉モデル地区指定事業
★各種団体の強化助成

結婚相談事業
★結婚相談所の開設（毎月第３水曜日）
★お見合いパーティーの開催

福祉教育事業
★福祉協力校の指定（町社協単独事業 横小・横中）

高齢者福祉事業
★ひとり暮らし高齢者等食事サービス事業
★ひとり暮らし高齢者ふれあい旅行事業
★ひとり暮らし高齢者誕生日訪問事業
★在宅介護者の集い事業
★老人ホーム入所申し出にかかる診断書料助成事業
★はり・灸・マッサージ施術費助成事業
★ねたきり高齢者等介護者慰問事業

心身障がい者福祉事業
★障がい者スポーツ大会への参加
★身体障害者手帳交付申請にかかる診断書料助成事業
★ねたきり高齢者老人等介護用具貸与事業（医療用ベッド、車いす）

戦没者等遺族福祉事業
★戦没者及び物故自治功労者追悼式事業
★団体への助成

地域福祉事業
★地域福祉活動計画の推進
★金婚式・ダイヤモンド婚式該当者記念品贈呈

ボランティア活動推進事業
★ボランティアの登録
★ボランティア活動に関する情報収集及び提供
★ボランティア活動講座の開催
★近隣助け合い事業の推進
★使用済み切手・ベルマーク、受付・整理

啓発事業
★広報「ふくし よこぜ」の発行（年４回）
★ホームページの開設
★福祉功労者等表彰式の開催

委員会の開催
★福祉資金貸付運営委員会
★歳末たすけあい寄付金配分委員会
★ボランティアセンター運営委員会
★評議員選任・解任委員会

援護事業
★災害見舞金等の支給

共同募金配分事業
★ひとり暮らし高齢者等食事サービス事業（再掲）
★各種団体の強化助成
★歳末たすけあい運動
★ひとり暮らし高齢者誕生日訪問事業（再掲）
★広報「ふくし よこぜ」の発行（再掲）

心配ごと相談所事業
★心配ごと相談所の開設（毎月第４火曜日）

福祉資金貸付事業
★福祉資金貸付事業

横瀬町総合福祉センター受託経営
★横瀬町総合福祉センター受託経営

福祉サービス利用援助事業
★埼玉県日常生活自立支援事業
　（あんしんサポートねっと）の受託

生活福祉資金貸付事業
★埼玉県社会福祉協議会が扱う生活福祉資金貸付事業等への協力

その他事業
★高齢者死亡に対する弔辞（現行：75歳以上）
★賛助、特別会員死亡に対する弔辞
★彩の国あんしんセーフティーネット事業への協力
★福祉関係団体等との連絡調整
★秩父定住自立圏事業あいサポート運動への協力
★学校応援団への協力

事業計画･収支予算決まる
　去る、3月29日(水)に開催された理事会及び評議員会において、「平成29年度事業計画並びに収支予
算」が審議され決定いたしました。
　また、今年度は町と協働で策定した「第2次横瀬町地域福祉計画・横瀬町地域福祉活動計画」の
初年度にもあたります。町や関係機関との連携を図りながら、地域住民の共助による自立を支援すると
ともに、事業の見直しを行いながら、計画の基本理念である「支えあい　住んでしあわせ　こころと絆を
育むまち」を目指します。









日　時

会　場

講  師

内  容

参加費

募集対象

募集人数

申込方法

申込締切

☎0494-22-7380　FAX: 0494-24-7289　E-mail: yoko-sha@mb.jnc.ne.jp
（ 月曜日～金曜日 午前8：30～午後5：15　※祝日・休館日を除く )

横瀬町社会福祉協議会（総合福祉センター内）

●  平成29年度ボランティア養成講座 ●●  平成29年度ボランティア養成講座 ●

平成29年９月４日月平成29年９月４日月

８月２５日金８月２５日金

１０：００～１６：３０（休憩１時間）１０：００～１６：３０（休憩１時間）

活動者のための交流会活動者のための交流会

参加者募集参加者募集

はり・灸・マッサージ施術費助成の対象となる施術院が新しく追加されました。はり・灸・マッサージ施術費助成の対象となる施術院が新しく追加されました。

ボランティア活動に限らず、サロン活動やご近所交流、介護など頑張っている方！
これから地域デビューする方向けに、今後の活動のためになる研修＆交流会を企画しました！

社協からのお知らせ社協からのお知らせ

～傾聴のすすめ～～傾聴のすすめ～

今回のテーマは“傾聴”です。今回のテーマは“傾聴”です。

横瀬町総合福祉センター　２Ｆ研修室横瀬町総合福祉センター　２Ｆ研修室

傾聴とは・・・
相手の方が思っていること、感じていることを受け止めながら聴くことです。
傾聴とは・・・
相手の方が思っていること、感じていることを受け止めながら聴くことです。

横瀬町    町田鍼マッサージ治療院（はり・マッサージ） ☎26-6228

ホールファミリーケア協会事務局長　山田豊吉 氏

昼食代６００円（当日集金）昼食代６００円（当日集金）

２０名２０名
横瀬町社協に電話（℡２２‒７３８０）または、来所にてお申込みください。横瀬町社協に電話（℡２２‒７３８０）または、来所にてお申込みください。

町内在住で福祉活動に興味のある方
※ボランティア活動に限らず、地域でのサロン活動やご近所づきあい、介護など頑張っている方！
　これから地域デビューを考えている方も大歓迎！

※定員になり次第締め切ります。お急ぎください！

10:00～12：00 傾聴講座１（基本を学びます）
12:00～13：00 昼食・休憩
13:00～15：00 傾聴講座２（実践にチャレンジ！）
15:00～16：30 交流会（友達の輪を広げましょう）

あなたも聴き上手になって、家庭円満・円滑なお付き合いのできる、
♥♥♥愛され上手になりませんか♥♥♥


