
　新年あけましておめでとうございます。
　皆様にはおかれましては、新春を健やかにお迎えのこととお慶び申し上げ
ます。
　新型コロナウィルスの変異株により、予断を許さない状況の中で、新しい
年を迎えることになりました。
　本年も、昨年に引き続き対策に追われる一年になるかと思いますが、社協
では、基本的な予防対策を徹底し、コロナ禍で生活に困窮されている方に対
しての特例貸付金の受付窓口を継続し、また、中断を余儀なくされていた事
業については、方法等を工夫しながら再開しているところです。
　コロナ禍でも、地域とつながる、人と人がつながる場づくりを皆様と共に
考え、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、支えあいの地域づくりに取
り組んでまいりますので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げまして、
新年のご挨拶といたします。
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現在、新型コロナウィルス感染拡大のため、当面の間、
月・水・木の診療時間が 18 時半までとなっております。

社協はこんなところ　～支え合いを生み出すネットワークづくり～
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名刺広告

リウマチや脳出血、脳梗塞の
後遺症など 歩行が不自由で苦痛な

生活を強いられている方
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① 介護職員　週 2～ 5回（応相談）
　　・デイサービスセンターみずほ台
　　・デイサービスセンター南畑

② 一般事務職員
　　・富士見市社会福祉協議会

事例）うさみんパントリー
うさみんパントリーは、生活にお困りの家庭等へ支援物資をお届けする事業です。企業×社協×住民の
ネットワークを構築することで支え合いを生み出します。また、３者が連携し【思いやりバンク】とい
う事業名称で一体的に住民へ支援物資の提供を呼びかけました。
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ららぽーと富士見
イベントで来場者より支援
物資の提供を呼び掛ける

ららぽーと富士見
イベントで来場者より支援
物資の提供を呼び掛ける

支援希望者の支え合い
お子様の成長とともに不要にな
った学用品等を必要な方へ譲っ
ていただけるような仕組みへ

支援希望者の支え合い
お子様の成長とともに不要にな
った学用品等を必要な方へ譲っ
ていただけるような仕組みへ

読売センター鶴瀬西部
新聞購読者への折り込み
チラシで支援物資の提供
を呼び掛ける

読売センター鶴瀬西部
新聞購読者への折り込み
チラシで支援物資の提供
を呼び掛ける

株式会社パル・オネスト
管内の薬局にて支援物資の
提供を呼び掛ける

株式会社パル・オネスト
管内の薬局にて支援物資の
提供を呼び掛ける

会長あいさつ
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Q1　表彰されたお気持ちをお聞かせください
たいしたことはしていませんが、長く皆様と関われて良
かったのと、会のみなさんにお祝いしてもらいうれし
かったです。自分が表彰されたのではなく、皆の力でいた
だいたようなものです。

Q2　活動を始めたきっかけは？
保育所在職中、地域で活動していた藤の実会
と子どもたちの交流を行いました。人形や人
形の布団を作ってもらうなどの交流を重ね、
会の活動は世代間交流を重視し、後世につな
げていく大切なボランティア活動だと感じ、
退職後に私も藤の実会に入りました。

Q4　コロナの影響はありましたか？
緊急事態宣言中は高齢でもあり、集団活動な
ので集まっての活動は休止していました。

Q3　一番の思い出は？
中学生のボランティアについての授業で、学
校と地域が連携できたことが良かったと思い
ます。

Q5　長く活動を続けられている秘訣は？
活動の目的を明瞭にし、一人一人が元気であ
ること。社会に役立つ喜びとグループ活動で
の楽しさを実感できること。また、家族の協
力と理解があり、健康を大切に無理をしない
こと。会員間のコミュニケーションを大切に
していることです。

【活動内容】　会員が集まっていろいろな物を手作りして
います。また、ご希望があれば団体へ手作り品を提供し
ています。ぱれっとにいるうさみんの着物や洋服も藤の
実会の手作りです。
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生活サポートセンター☆ふじみ
無料職業紹介事業所

　生活サポートセンター☆ふじみでは、求職者と求人企業を結びつ
けるための斡旋を無料で行っています。就職に関する悩みごとや生
活のご相談をお受けしております。
・働く意欲はあるけど自信がない
・就職活動したいが何から始めたらよいかわからない
など、お気軽に下記までご連絡ください。
〇企業の採用ご担当者様へ
　人材確保の手段として、当センターの求人登録をご活用ください。
ご利用のメリット
・登録、仲介の手数料等の費用は無料です。
・求職者の活動の支援となり社会貢献の一環になります。
【連絡先】049-265-6200
【実施場所】富士見市鶴瀬西 2-4-19

地域の協力店舗で使える
『うさみん商品券』をお渡しします

第40回富士見市社会福祉大会
12 月 11日（土）鶴瀬コミュニティセンターに
て、第 40 回富士見市社会福祉大会を開催いた
しました。
多年にわたり富士見市の福祉活動に献身的な
取り組みを続け、その発展にご尽力いただいた
皆様や地域福祉、福祉事業へご支援をお寄せい
ただいた方 59 名 24 団体に表彰状、感謝状を
お贈りいたしました。

( ) ( )

歳末たすけあい募金配分事業
【対象】令和 4年ひとり親家庭等医療費受給者
　　 1世帯 1回まで
【申込期間】１月４日 (火 ) ～３月 31日 ( 木 )
【申込方法】Google フォームまたは電話
申込・受取方法など詳しくは、受給者証に同封したご案内、または社
協のホームページをご覧ください。

－お米の寄付－ 福祉機器の貸出
　南畑地区農家の方々より、昨年 11 月にお米の寄付をいただきました。いただいたお米の寄付は合計 630 ㎏にな
ります。心から感謝申し上げます。
　いただいたお米は、生活サポートセンターで行っているフードバンク事業などを通じて、食材にお困りのご家庭
に提供させていただきます。
　現在、フードバンク事業（寄付などでいただいた食材を困っている方へ提供すること）では、常温で保存可能な
食材（賞味期限 1ヵ月以上ある物）について随時寄付を募集しておりますので、ご協力をお願い申し上げます。
お米寄付者のお名前
新井幸雄（60㎏）、新井　稔（30㎏）、新井則幸（60㎏）、斉藤調悦（30㎏）、
鴻村正春（30㎏）、時田昭一（30㎏）、齊藤孝一（30㎏）、小嶋松明（30㎏）、
塩野邦夫（30㎏）、柳下春良（30㎏）、新井保広（30㎏）、渡井善治（60㎏）、
谷澤五雄（30㎏）、新井利治（30㎏）、吉野欽三（30㎏）、鴻村和男（60㎏）、
桶田　博（30㎏）　（敬称略、順不同）

10年表彰 29名 地域福祉推進団体 6団体 永年会費納入者
10万円以上

6名
3団体

20年表彰 3名 社会福祉協議会
役員功労者 2名 永年会費納入者

15万円以上 2名

30年表彰 1名 篤志寄付 4名
5団体

永年会費納入者
20万円以上 3団体

団体役員
功労者 4名 永年会費納入者

5万円以上
7名
4団体

永年会費納入者
30万円以上

1名
3団体

地域で活躍
クローズ
アップ

地域で活躍
クローズ
アップ

車椅子
社協に直接来所ください。
※電話予約は不可です。

対　　象

申込方法

富士見市に住んでいる方・施設が富士見市内である方

期　　間 １ヵ月（最長２ヵ月）

•数に限りがございますので、お貸しできない場合があります。
•貸出期間中における破損、故障等の修繕、弁償費等は申請者又は利用者の        
　負担となりますのでお取り扱いにご注意ください。

高齢者疑似体験セット
アイマスク・体験用車椅子
綿菓子・ポップコーン機
会議机・椅子・テント
餅つきセット（杵・うす他）

電話または来所での予約
の上、貸出日に来所くだ
さい。
申請書は貸出日までに提
出してください。

費用は無料です。

100円以上の協力金を
お願いしております。
（学校で使用する学習 
目的の場合は不要）

申込・受取方法など詳しくは、受給者証に同封したご案内、または社

申込方法

学校で高齢者体験を
行いたい。
でも高齢者
体験道具がない…

足をケガしてしまった…
一時的に車椅子を使いたい…

みんなと
もちつき大会
やりたいね～

富士見市社会福祉協議会にあります
貸し出します

10/1～12/28（敬称略）
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