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「健やか赤ちゃんオムツ券」を希望者に配布します
配

布

品

赤ちゃん用の紙オムツ引換券

対

象

者

町内在住の社協会員世帯でゼロ歳児をもつ全ての親とし、双子の場合はふたり分
とします。ただし、二世帯同居の場合はゼロ歳児の親が社協会員である場合に限
ゼロ歳児とは･･･平成23年１月１日〜同年12月31日までに生まれた方です。
松伏町社会福祉協議会窓口に直接お越し下さい。

付

日

時

母子健康手帳・印鑑・社協会員領収書（加入時の３枚綴りの世帯保存用）
平成24年２月１日
（水）
〜２月29日
（水） 午前８時30分〜午後５時15分
（土日・祭日は除く）

配

布

方

法

対象者には紙オムツ2,500円分（額面500円券５枚）の引換券をお渡しします。
引換券は松伏町社会福祉協議会が指定するお店（下記取扱店）で、紙オムツと引
き換えることができます。

引換券の有効期間

・㈱マスナオ・そば処司庵・鳥久・名倉接骨院・山﨑菓子店・エル美容室・山久青果・ホワイト急便松伏店
・ニコニコ弁当戸張・いせそう酒店・新川屋酒店・安藤医院・シャンマロニエ・フラワーなかがわ
・ハンドメイドショップとおみね・きそばなかだ・チャウハウス・パレア動物病院・栗岡理容室
・そば処松月庵・まりえ美容室・港屋理容・魚喜・肉の飯田・飯山洋品店・エンゼル美容室
・㈲八木ショップ・石塚屋・マナ接骨院・喜久屋クリーニング松三支店・アプレ・プードル洋菓子店

ゼロ歳児の親の現住所がわかるもの（例えば運転免許証、住民票等）
受

（順不同・敬称略）

・ハート歯科クリニック・理容ヨコヒラ・喫茶アミ・チャコス・若葉書店・㈲富田屋

（ふれあいセンターかがやき２階）
持 参 す る 物

〜ご協力ありがとうございます〜

・竹谷理容店・ヘアーサロンニコニコ・珍来・なかむら飯店・㈱いなげや・㈱ウェルパーク

ります。

申込先と申込方法

まつぶし一円玉募金運動 募金箱設置店

・釜めし喜代・JA松伏支店・福寿し・サラダ館松伏店・そば処まるか家・ふれあいクリニック・星野肥料店
・川昌・そば処桂・モリタヤ工業㈱・㈲バーバーショップニシヤマ・鈴木ストアー・きみ美容室
・サンドライ岡田・埼玉筑波病院・㈲豊川鉱油・鈴木商店・横川鉱油㈱・ヘアーあきやま
・岩井テニスクラブ・吉松運輸・ムトー美容室・飯島酒店・セキ薬品・中華料理石狩亭・焼肉わっせイワマツ
・ホームラン弁当・カインズホーム松伏店・みどりの丘歯科・大元・安楽亭松伏店
・松伏町商工会・ヘアーサロンフレンズ・とも動物病院・おしゃれ美容室・ホワイト急便寺本店
・ワカサ商会クリーニング・長紋商店・ビューティサロン玉川・宮里こどもクリニック
・ケイあんどエス・ますみや酒店・ウエルシア薬局松伏店・ひまわり薬局

平成24年２月１日〜２月29日まで

・石川輪業・たむら歯科・あすなろ歯科医院・津田医院・埼玉野村病院
・おがわ動物病院・カフェＷinds・ヨシダ歯科・斉間商店・たけべクリーニング

◆引換券の取扱店（順不同）
取 扱 店

住

所

電

報告

話

ドラッグストアセキ松伏店

ゆめみ野５−１−３ ９９３−２５３０

ウェルパーク松伏店

松葉１−５−３

９９２−００１３

ウエルシア松伏薬局

松伏３２８２

９９１−９３８３

介護保険利用者の集い

平成23年度

障がい者団体交流事業

11月３日
（木）ふれあいセンターかがやきで町
内の障がい者団体による親睦、交流を目的にス
ポーツ大会を開催しました。
今年はチーム対抗戦でボッチャと個人戦でス
カットボールを楽しみました。

●この事業は町民の皆様から寄せられた「まつぶし一円玉募金運動」が活用されています。●

社会福祉事業への寄附
ありがとうございました。
≪平成23年10月１日〜平成23年11月30日≫（順不同・敬称略）
福寿会

973円

松伏簡保旅行会

31,581円

松伏町民謡民舞連合会

20,496円

中山ヨシ

14,000円

給食ボランティアグループ

24,710円

内前野連合町会

10,000円

井戸沼武夫（祐秀会）

10,000円

明るい社会づくり協議会松伏地区 10,000円

野美会
松伏町カラオケ連合会
柚子の会

7,966円

匿名５件

517,700円

30,378円

匿名２件

書き損じハガキ190枚

5,000円

この「社協だより」は､みなさんの社協会費や共同募金配分金などにより発行されています。

（ボッチャ）

尿とりパッド80袋

皆様から寄せていただきました善意は、社会福祉事業に使用させていただきます。

4

迫力のある津軽三味線とパワーあふれるダン
スを観て、とても楽しい時間を過ごせました。

（スカットボール）

社協の各事業は、みなさんの社協会費や共同募金配分金、一円玉募金などで地域福祉に役立てています。
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演劇でわかる成年後見制度

ボランティアセンターだより
高齢者福祉施設での体験活動を含めて全５回の日程
で傾聴ボランティア養成講座を実施しました。
先生のお話や演習を中心に行いましたが、受講生の
皆さんは初日こそは大変緊張されていたもののすぐに
打ち解け、笑いの絶えない楽しい講座となりました。

傾聴ボランティア養成講座
実施報告

あなたが認知症になったら・・・
日

時

平成

☆演劇

24 年１月14日（土）

13：00 〜 13：50（12：30開場）

個別相談会も
同時開催！

【成年後見制度とは？】
認知症、知的障害、精神障害などによって物事
を判断する能力が十分でない方のために、本人の
権利を守る成年後見人等を選ぶことで本人を法律
的に支援する制度です。

☆個別相談会（事前予約可）14：00 〜 15：00
会
講義の様子

体験活動（介護老人保健施設プルミエール）

体験活動（介護老人保健施設なのはなの里）

彩の国ボランティア体験 プログラムメニュー
１・２月実施分

参加者募集

申し込みからボランティア活動までの流れ
①メニューから活動したいプログラムを選ぶ。
②松伏町ボランティアセンターへ申し込む。
（電話での仮申込可）
③松伏町ボランティアセンターへ申込書を提出（お申込みの際に活動に関する説明をいたします。
）
④ボランティア活動開始
＊活動に当たって、参加前日までにボランティア保険（280円）にご加入いただきます。
電話：048‑991‑2701 松伏町社会福祉協議会ボランティアセンター ＊定員になり次第受付終了

活動内容

「児童館豆まきボランティア」
１
イベントのお手伝い

２

「ゆたか保育園で公開保育ボランティア」
公開保育の準備と当日のお手伝い

場：無料

申

込：不要（定員500人）※先着順

お問い合わせ：社会福祉法人松伏町社会福祉協議会
電話 991‑2701 ／ FAX 991‑5341

松伏町学童クラブ交流会
『ミニ運動会』が行われました

たくさんの応援ありがとうございました。

11月５日
（土）
、松伏第二小学校校庭において、町内の６学童クラブの子どもたちと保護者のみ
なさんあわせて昨年の参加者を大幅に上回る435名もの参加をいただき、日ごろの練習の成果を

子どもとかかわる活動
番号

場：松伏町中央公民館・田園ホール エローラ

入

活動先
松伏町児童館
ちびっ子らんど

ゆたか保育園

発揮し

期間・時間・募集人数・対象

白熱

した運動会となりました。

今年は、昨年の５種目に加え、新たにおんぶリレーも追加されて、子どもたちもお父さんお母

1 月 29 日（日） 13：30 〜 16：00
＊ 2 名 高校生以上
準備：２月 13 日（月） ９：00 〜 16：00 時間応相談
当日：２月 14 日（火） ９：00 〜 16：00
＊準備２名、当日５名 中学生以上
＊持ち物：筆記用具・他、動きやすい服装
＊詳細は申し込みの際に説明します。＊昼食代はご負担ください。

さんたちと一緒で楽しい一日を過ごすことが出来ました。
楽しかったね♡ また来年もやりたいね♡

の声がたくさん聞けた一日でした！！

＜特記事項＞
＊中学生・高校生は、学校優先となりますので、上記プログラムの中で平日実施するメニューに参加できる中学生・高
校生は、原則として学校公休日の方のみとなります。
＊ボランティアに関する各種情報は、松伏町社会福祉協議会公式ホームページにも掲載いたします。
ご興味のある方は、ぜひそちらもご覧ください。 www.matsubushi-shakyo.or.jp
封筒

切手の周りの余白部分が少ないものは、価値がなくなります。
使用済み切手を切るボランティアさんがいますので、
封筒から切らずにそのままご持参ください。
松伏町社協では、
皆様からいただいた使用済み切手・書き損じハガキを
収集し、活用している団体へ寄付しております。
皆様からのご協力お待ちしております。

価値のない
切手の例

切手・
使用済み
ハガキ
書き損じ
す！
集めてま

使用済み切手は、収集家や収集業者を通して換金され、その
お金は国際援助や福祉の分野で活用されます。

この「社協だより」は､みなさんの社協会費や共同募金配分金などにより発行されています。

全員参加の『パン食い競争』

新競技『おんぶリレー』

上手だね『一輪車競争』

臨時職員
・切り方がギザギザに近いもの。
・切手の一部が切れているもの。
・折り目・破れのあるもの。
・切手が汚れているもの。

補足 11月号P5 彩の国ボランティア体験プログラム事業報告にて、 高校生１日保育士体験／ゆたか保育園
が掲載されておりますが、左側の写真は、町立第一保育所での活動になります。
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切手の
周りを
１cmくらい
残す

の写真

暗くなるまで練習した『学童対抗リレー』

募集

詳細につきましては下記ま
でお問い合わせください。
電 話 991‑2701
受 付 月〜金
（祝日を除く）
午前８時30分〜
午後５時15分

社協の各事業は、みなさんの社協会費や共同募金配分金、一円玉募金などで地域福祉に役立てています。
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心身障害者地域デイケア施設

松伏町立かるがもセンター

住所／松伏町田島 1524 ℡ 992‑4132 ℻ 992‑4135

〜 自主製品の販売を行っています〜
かるがもセンターで作成したビーズ作品（携帯ストラップ・キーホル
ダー）や陶芸作品・かるちゃん石けんを下記の施設で販売しています。
【販売先】
（石けん販売）役場ロビー・中央公民館・Ｂ＆Ｇ海洋センター
（ビーズ作品他） ふれあいセンターかがやき・老人福祉センター・かる

返って、
「いろいろなことがあったなー」と思い返して

作る石けんです。

いる方が、たくさんおられると思います。

油脂・泥よごれが良く落ちる石けんと
して好評をいただいております。

〜 一年の計は元旦にあり 〜
当たり前のように通り過ぎず、改めて、「今年一年を

を販売しています。

まだまだ若い！クリームソーダー

おいしいものを食べるとやっぱり笑顔になります(*^̲^*)
おいし

どう過ごしたいか」
「どんな一年であってほしいか」そ
して「人のために何かできることはないか」を考えて
みてはいかがでしょうか。高齢になり誰かのお世話に

金子章次

※緑の丘公園にて毎週日曜日ビーズ作品

【Ｂ＆Ｇ海洋センター】
【中央公民館】

年末年始をいかがお過ごしでしょうか？一年を振り

木枯らしの
リズムで踊る
木の葉たち

※かるちゃん石けんは、廃油を利用して

朝の陽に
両手合わせる
シルエット

がもセンター

【老人福祉センター】

新年、明けましておめでとうございます

ならなければならない人も、たくさんの経験を伝える

まつぶし緑の丘公園でコスモスをみました〜

ことが、人のためになるかもしれません。

デモやっぱり・・・私たちは花より団子です♪

新しい一年を、皆様が明るく元気に、そして有意義
に過ごせますことを、心から願っております。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
お問い合わせは…

日除け４人娘です！？

お誕生日おめでとうございます♪

松伏町社会福祉協議会
TEL 048‑991‑2701

いつもボランティアさんにはお世話になります

老人福祉センターだより

健康大学文化祭の様子
平成23年11月10日
（木）午前10時から、松伏町老人福祉センター
において、平成23年度文化祭が開催されました。当日は、約160名
の参加者があり、健康大学受講生のみなさまが文化祭までに学んだ、
書道講座等の力作の展示や舞踊等の成果の発表がありました。
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この「社協だより」は､みなさんの社協会費や共同募金配分金などにより発行されています。

TEL

992‑1777

●営 業 日/年中無休（但し､ 年末年始を除く）
●営業時間/午前7時〜午後9時
●問 合 せ/平日 月〜金 午前8時30分〜午後5時15分

介 護 保 険 コ ー ナ ー

Q
A

問い合わせ/松伏町けんこうクラブ連合会事務局

ホームヘルプサービス

母は旅行が大好きなので、連れて行きたいと思います。
しかし、脳梗塞のため、娘一人では難しく介護保険を
利用して、旅行に連れて行くことは可能でしょうか。ま
た、介護保険が利用できない場合、どこに問い合わせた
らいいでしょうか。

悩まないで
ご相談ください
松伏町社会福祉協議会

旅行に行くための介護保険サービスはありませんが、ＮＰＯ
法人などで旅行に同行してくれるところや、計画をしていると
ころもあります。（有料）
旅行会社やケアマネージャーの方に相談してみましょう。

社協の各事業は、みなさんの社協会費や共同募金配分金、一円玉募金などで地域福祉に役立てています。
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