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令和2年度の「ボランティア体験プログラム」

参加方法

申込方法7月5日月 午前９時 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、直接横瀬町社協・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、LINE、メール、電話、FAXでご相談ください。

横瀬町社協・ボランティアセンター（総合福祉センター内）
ＴＥＬ：22-7380　ＦＡＸ：24-7289　Ｅ-mail：info_7380@yokoze.or.jp
（月曜日～金曜日　午前8：30～午後5：15まで　※祝日を除く）

申込開始

問い合わせ

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。

横瀬町社協の実施する事業は、国の緊急事態宣言等が発令された場合は中止等になることがあります。

彩の国ボランティア体験プログラム参加者募集

彩の国ボランティア体験プログラム参加者募集

令和3年度
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　横瀬町社会福祉協議会・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」を実施します。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！今年は自宅でできるボランティアメニューに加
え、参加型のメニューもしっかりと感染症対策をしながら実施します。
　初めての方も安心してご参加ください！ボランティアで夏休みの思い出
作りをしませんか♪

　横瀬町社会福祉協議会・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」を実施します。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！今年は自宅でできるボランティアメニューに加
え、参加型のメニューもしっかりと感染症対策をしながら実施します。
　初めての方も安心してご参加ください！ボランティアで夏休みの思い出
作りをしませんか♪

横瀬町社協LINE
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小学生以上
定員12名

8月16日月
10：00～12：00

動きやすい服装、上ばき(スリッパ不可)、タオル、飲みもの、筆記用具

はじめてのボッチャ体験
パラリンピック正式種目ボッチャを体験
します。ルールが簡単なので、はじめて
でもすぐに楽しめます♪

おうちボラ②手作りうちわで
敬老の日をお祝いしよう！

中学生以上
各日 3名程度

D横瀬町保育所 8月17日火、18日水、19日木(全3日)
8：30～11：00保育所でボランティア

申し込みは、
社協窓口（総合福祉センター内）にて

※参加対象は原則として町内在住の方　
※新型コロナウイルスの感染状況により変更になる場合があります。

8月10日火
13：30～16：00

小学４年生～中学３年生
定員10名

汚れてもいい服装、上ばき、タオル、絵をかく道具(絵の具、クーピー、クレヨン等)、あれば折り紙                                                        
（贈り先）ぶこうの里デイサービスセンター、介護老人保健施設 なでしこ、特別養護老人ホーム 
ウエルハイム・ヨコゼ

おじいちゃんおばあちゃん
に壁かざりをプレゼントし
よう！

高齢者施設内に掲げる壁かざりを作り
ます。模造紙に絵をかいたり、折り紙を
貼ったり、みんなの元気を届けます。

8月2日月　
9：30～12：00

小学１年生～６年生　定員10名
(1,2年生は保護者同伴)　 参加費300円、エプロン、バンダナ、筆記用具（非常食は持ち帰り）そなえて安心♪防災ワーク

ショップ
非常食づくり体験と防災に関するクイズ
などで楽しく学びます。(おみやげつき)

F総合福祉センター　

F総合福祉センター　

F総合福祉センター　

7月30日金　
9：30～12：00

小学4年生～６年生
定員10名

参加費500円、エプロン、バンダナ、筆記用具（ピザは持ち帰り）ピザづくり体験 ピザソースづくりから体験します。

親子お寺体験 苅米地区にあるお寺で座禅や写経など
の修行体験をします。 G大忠院(苅米地区) 7月27日火

9：00～12：00
小学生の親子５組 名札、タオル、水筒、筆記用具、動きやすい服装(座禅をするためスカート以外)

おうちボラ③プロフィール
カードde交流ボランティア

高齢者施設に元気を届ける自己紹介と
メッセージをかいたプロフィールカード
を作ります。

小学１年生～学生の方
定員なし

社協に電話してから専用の用紙を取りに来てください。その他の道具は、自宅にある物でOK！
（贈り先）介護老人福祉施設 絆の丘

自宅等の不要なうちわを再利用して、お
祝いのうちわを自宅で作ります。

7月5日月から用紙受渡し
提出期限：8月31日火

社協に電話してから専用の用紙を取りに来てください。その他の道具は、自宅にある物でOK！
（贈り先）ライフアップサポート おたっしゃ倶楽部

社協に電話してから専用の用紙を取りに来てください。その他の道具は、自宅にある物でOK！おうちボラ①絵てがみ
交流ボランティア

ひとり暮らし高齢者の誕生日をお祝い
する絵てがみを、自宅でかきます。

自宅
受付・提出
F総合福祉センター

今すぐ参加OK！
提出期限：①8月31日火②12月10日金
※11月30日火用紙配付終了予定 小学生以上

定員なし
どなたでも大歓迎です！

LINEお助けボランティア 町が配信する情報を受け取る等、シニ
ア世代にLINEの使い方を教えます。

Eエリア８９８
※JA横瀬支店となり
（Wi-Fi完備）

8月4日水
9：30～12：00

中学生以上の学生、人に教えることが
好きな方　定員5名

動きやすい服装、上ばき(スリッパ不可)、タオル、飲みもの、筆記用具

保育所児童との交流、プール遊び補助、
施設内清掃等をします。

中学生以上
各日 ４名程度

B横瀬小学校
8月2日月、3日火、4日水、5日木、
6日金(全5日)
14：30～16：30

動きやすい服装、運動靴、上ばき、帽子、タオル、水筒横瀬町
「夏休み子ども教室」

横瀬小1・2年生の活動補助（学習及び遊
び）をします。※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。

No.

プログラム一覧

普段LINEを使っているスマホ等、筆記用具、私服でOK！社協のLINE（QRコードは表紙）からも
申込みできます。

動きやすい服装、運動靴、上ばき、帽子、軍手、水筒。プール遊びの手伝いあり。着替え、タオルを
持参してください。

児童館でボランティア 子どもとの交流や施設内の清掃をします。 C横瀬児童館
7月21水、26月、27火、28水、29木、30金
8月2月、3火、4水、5木、6金、10火、11水、
12木、17火、18水、19木、20金、23月、
24火、25水(全21日)　9：30～16：30

中学生以上
各日 2名程度

動きやすい服装、上ばき、お弁当、水筒、帽子を持参してください。

秩父ほうしょう幼稚園
2号・3号保育　　　
1号預かり保育

保育補助やプール遊び、清掃等をします。 A秩父ほうしょう
　幼稚園

7月26月、27火、28水、29木、30金、
8月2月、3火、4水、5木、6金、17火、18水、
19木、20金、23月、24火、25水、
26木(全18日)　8：00～12：00

中学生以上
子どもが好きな方
各日 ４名程度

動きやすい服装、運動靴、上ばき、帽子、タオル、水筒　
※プールを使用しますので、着替えを一式持参してください。

メニュー名　　　　　　　　　　　　活動内容　　　　　　　　　　　 活動先　　　　　　　　　　　 日時　　　　　　　　　　　　　　　　　   対象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   持ち物・その他

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

（未成年の人は、保護者の署名捺印が必要です。）

活動の際は、事前の体調管理、
検温、マスク着用をお願いします。

長興寺（5番納経所）

苅米林道

高原パーク横瀬
秩父ほうしょう幼稚園

総合福祉センター（社協）
横瀬町保育所

ウエルハイム・ヨコゼウエルハイム・ヨコゼ
横
瀬
川

A

A

A

エリア898エリア898●B
AC

299

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

なでしこ

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
絆の丘

札所7番法長寺

長興寺（5番納経所）
札所5番語歌堂

札所10番大慈寺

苅米林道

琴平神社

旧芦ケ久保小学校

道の駅

芦ケ
久保
駅

活性化センター

白鬚
神社横瀬町

役場
姿の池

A

A

D

大忠院G
AF

横瀬児童館横瀬児童館 横瀬小学校
❶秩父ほうしょう幼稚園

❼絵てがみ交流
　ボランティア

❹横瀬町保育所

❹横瀬町保育所

❹横瀬町保育所

E

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。
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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
★各種団体の強化助成

結婚相談所の開設(予約制)(毎月第3水曜日)
結婚相談事業
★
★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

障がい者交流事業(ボッチャ体験講座等)
★
★
ねたきり高齢者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
★戦没者並びに物故自治功労者追悼式

地域福祉事業
★地域福祉活動計画の推進
★プラチナ婚式･ダイヤモンド婚式･金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
(LINEアカウント開設)
★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
ボランティアカード・ボランティアポイントカードの発行
災害ボランティアの養成及び災害ボランティアセンター
立ち上げ訓練の開催

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

委員会の開催
★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等

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)
★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(原則：毎月第4火曜日)

福祉資金貸付事業
★福祉資金貸付事業

横瀬町介護予防事業の一部受託
★お達者教室、はつらつ教室、ヨガ教室、社交ダンス教室

彩の国あんしんセーフティネット事業
★埼玉県社会福祉協議会が扱う彩の国あんしんセーフティネット事業への協力

横瀬町総合福祉センター受託経営
★
★
ワナゲ大会、上映会等の実施
総合福祉センターの管理等

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 (現行：75歳以上)及び賛助･特別会員死亡に対する弔辞
生活困窮者自立支援事業への協力
秩父定住自立圏事業あいサポート運動への協力
秩父圏域ケア連携会議への協力
横瀬町生活支援・介護予防体制整備推進協議会への協力
ブコーさん見守りネットワーク事業への協力
横瀬町防災訓練への協力
学校応援団への協力

　昨年は新型コロナウイルス感染症による「緊急事態宣言」の発令により、異例な年度となりました。外出自粛が経済
に影響を及ぼし、様 な々業種にわたり収入が減り、生計を維持することが困難となりました。
　当会においても、各事業の中止や規模の縮小が相次ぐなか、埼玉県社会福祉協議会が取り扱う生活困窮者のため
の特例貸付の窓口として、昨年4月から住民に向けた支援を行ってまいりました。
　「新しい生活様式」が浸透している現在においても、地域社会では人と人との繋がりや支え合いが世代を問わず求
められています。今年度は、いつ起こるかわからない災害に備え、行政や住民の皆様と共に災害ボランティアセンター
立ち上げ訓練の開催を予定しています。
　今まで築き上げてきた地域の輪を絶やすことなく、住民同士が見守り合い、支え合うことで誰もが安心して暮らし続
けられる社会を目指し、関係機関と連携・協働しながら諸事業を推進します。

※今年度は新型コロナウイルス感染症予防のための対策を取り
ながら事業を実施していきますが、事業内容の変更や中止等も
ございます。

事業計画･予算が決まりました令和3年度
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令和2年度収入39,574千円－支出31,397千円＝8,177千円は
令和3年度に繰り越し致します。

収集箱（使用済み切手等）関係

　

　多くの方からご寄付をいただきました。これらの寄付金等はお寄せいただいた方の
ご趣旨に沿って横瀬町社協が行っている各種事業に活用いたします。

　収集ポストは横瀬町役場、町民会館、横瀬町社協の各窓口
に設置しておりますので、ご協力をお願いいたします。
　なお、収集ポストに集まった切手等の整理については、横瀬
町社協・ボランティアセンターへお問い合わせいただくか、毎月
発行のボランティア通信をご覧ください。

国内義援金･海外救援金（全て日赤埼玉県支部へ送金しています。）

10円平成30年7月豪雨災害義援金

　災害義援金・救援金については、横瀬町社協窓口に
募金箱を設置しますので、ご協力お願い申し上げます。

受付中の義援金

（令和3年3月13日～6月15日受付分です。）

一般寄付
（令和3年３月13日から６月15日まで）

匿名 ２，０２２円

(順不同・敬称略)

あ た た か い こ こ ろ

ありがとうございました

令和3年度 予算令和2年度 決算
前期末支払資金残高 5,818

寄附金収入 238

会費収入 3,373

経常経費
補助金収入
14,018

受託金収入
15,965

受取利息
配当金収入 1

その他の収入 43

負担金収入 5

事業収入 113

収入
合計39,574

(千円)

会費収入 3,390

寄附金収入 11

経常経費
補助金収入
13,937

受託金収入
18,269

事業収入 166
貸付事業等収入 88

負担金収入 5
受取利息配当金収入 5

その他の収入 42

前期末支払資金残高 2,335

収入
合計38,248

(千円)

人件費
支出
15,704

事業費支出
7,332

事務費
支出
7,158

共同募金配分金事業費 480
助成金支出 723

合計
(千円)
31,397
支出 人件費

支出
16,944

事業費支出
10,702

事務費
支出
7,730

予備費 500
負担金支出 3

共同募金配分金事業費 801
助成金支出 795 

貸付金等支出 773

合計
(千円)
38,248
支出



　3月22日(月)総合福祉センターにおいて、林家たい平
師匠主演の映画「おくれ咲き」を上映しました。
　人数を制限しての開催となりましたが、来場した30名
の方々からは「映画を観になかなか行けないので久々
に観られてよかった。」「時が経つのを忘れました。」「上
映会を続けてほしい。」などの感想が寄せられました。
　次回開催の詳細が決まりましたら回覧板や横瀬町社
協HPなどでお知らせします。お楽しみに！

「第1回上映会」を「第1回上映会」を

令和3年度横瀬町戦没者並びに
物故自治功労者追悼式について
令和3年度横瀬町戦没者並びに
物故自治功労者追悼式について

　令和3年度の「横瀬町戦没者並びに物故自治功労者追悼式」については感染症対策を講じながら、実施す
る予定ですが、新型コロナウイルス感染症の流行状況により中止等となることがあります。実施の場合は、8月下
旬に該当遺族の方にご案内をお送りいたします。
　また、これまで案内がなかった戦没者の遺児、孫、ひ孫の方も参列が可能です。参列を希望される方は7月末
までに横瀬町社会福祉協議会（TEL：22-7380）へご連絡ください。
　なお、他市町村から転入され、現在横瀬町に住所があり、戦没者の祭祀財産を継承されている戦没者のご
遺族の方についても参列が可能です。お心当たりの方も7月末までに横瀬町社協（TEL：22-7380）へご連絡く
ださい。　※祭祀財産：お墓、位牌等
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　また、これまで案内がなかった戦没者の遺児、孫、ひ孫の方も参列が可能です。参列を希望される方は7月末
までに横瀬町社会福祉協議会（TEL：22-7380）へご連絡ください。
　なお、他市町村から転入され、現在横瀬町に住所があり、戦没者の祭祀財産を継承されている戦没者のご
遺族の方についても参列が可能です。お心当たりの方も7月末までに横瀬町社協（TEL：22-7380）へご連絡く
ださい。　※祭祀財産：お墓、位牌等

を開催しました
結婚相談所研修会結婚相談所研修会

　3月10日(水)総合福祉センターにおいて、横瀬町結婚相談
員を対象に研修会を実施しました。婚活応援所miraiより田村

里子様をアドバイザーにお迎えして座談会形式で行いました。田村様の今までの活動実績や温かいアドバ
イスをお話しいただいたあと意見交換し、今後の活動に向けてのヒントを得た有意義な研修となりました。
　横瀬町結婚相談所では毎月1回、事前予約制にて結婚を望む方の相談を横瀬町結婚相談員が受けてお
ります。日程等は横瀬町社協HPや町の広報紙等をご覧ください。

開催しました
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　長年連れ添われてきたご夫婦を対象に、お二人の写真
と記念品を贈呈いたします。該当する方は、横瀬町社協
（TEL：22-7380）へ9月10日（金）までにお申し出ください。

結婚70周年〈プラチナ婚式〉

（昭和26年1月1日から12月31日の間にご結婚されたご夫婦）

結婚60周年〈ダイヤモンド婚式〉

（昭和36年1月1日から12月31日の間にご結婚されたご夫婦）

結婚50周年〈金婚式〉

（昭和46年1月1日から12月31日の間にご結婚されたご夫婦）

～里親…知っていますか？～
　さまざまな事情により、家庭で生活することができない子どもたちが、現在、埼玉県内に約２,０００
人います。里親は、家庭で暮らせない子どもたちを温かく見守り、養育してくださる方のことです。
　埼玉県では「里親制度」を理解していただくために「里親入門講座」を開催します。里親や子ども
の福祉に関心のある方など、どなたでも参加できます。
　もっと多くの子どもたちが温かい家庭の中で生活できるよう、子どもたちの笑顔のためにあなた
の力を貸してください。

里親入門講座

① 里親制度について … 熊谷児童相談所職員
② 施設に入所中の子ども達について … 児童養護施設 里親支援専門相談員 
③ 里親さんの子育て体験談 … 熊谷やまなみ会　
④ 質疑応答・意見交換など

内　容

と　き ９月２６日（日） 講座 午後２時～４時（受付：午後１時３０分から）

費　用 無料 申し込み・問い合わせ 埼玉県熊谷児童相談所　
TEL : 048-521-4152（平日8:30～18:15）
E-mail : k230967@pref.saitama.lg.jp

熊谷市江南公民館（熊谷市立江南総合文化会館ピピア）会議室Ａ・Ｂ
〒360-0107  熊谷市千代３２５番地１
TEL ： ０４８－５３６－６２６２　　

ところ

お二人寄り添って

記念品の贈呈
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TEL: 22-7380　FAX: 24-7289　E-mail: yokoze-sha@yokoze.or.jpTEL: 22-7380　FAX: 24-7289　E-mail: yokoze-sha@yokoze.or.jp
（ 月曜日～金曜日 午前8：30～午後5：15　※祝日を除く )（ 月曜日～金曜日 午前8：30～午後5：15　※祝日を除く )

横瀬町社会福祉協議会（総合福祉センター内）問い合わせ

地域みんなで元
気になろう！

音楽を使ってフ
レイル予防と

アンチエイジン
グ 参加者募集

　リズムに合わせて体を動かしたり、脳トレや呼吸法など、いつまでも元気で
若 し々くいられるコツを学びませんか？
　楽譜や楽器を使わないので、普段の生活に取り入れやすく、家族や友人に
教えたり、地域のサロンなどにも活用できます。
　この機会に、友だち作りをしたい方や男性の参加も大歓迎です！みなさんの
ご参加をお待ちしています♪

会場 横瀬町総合福祉センター ２階 研修室

講師 日本音楽レ・クリエーション指導協会(JMREC)認定講師、ラフター
ヨガリーダー、シナプソロジー普及員、音楽療法士　
野口 久恵 氏

参加費 無料

募集対象 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、すでに地域で活動している方、地域デビューを　
　考えている方、家族介護者、仕事を退職された方など性別年齢問わず大歓迎！

募集人数 ２日間とも参加できる方 ２０名

申込先 TEL:22-7380

申込締切 ８月25日（水）   ※定員になり次第しめ切ります。

日程･内容 １日目　９月３日（金）　   午後１時３０分～３時３０分
２日目　９月１７日（金）   午後１時３０分～４時
音楽の効果やフレイル予防、脳トレや体がラクになる呼吸法などを学びます。
※両日ともマスク着用、軽い運動ができる服装でお越しください。また、
タオル、飲み物等を持参してください。

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。




