誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らしていくために

アクセス・お問い合わせ

子どもからお年寄りまで、あなたの身近に社協の福祉があります。

社会福祉協議会（社協）とは？
社会福祉協議会（社協）は、誰もが住み慣れた地域で、安心して
暮らしていける福祉のまちづくりを推進する民間の団体です。社会

福祉法の１０９条に、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体
として位置づけられています。

寄居町社協はどんなことをしているの？
寄居町社協は、町内全域を活動範囲とするボランティアや、自治会
単位の小地域を活動範囲とする地域支えあいの会の組織化を行うな
ど、住民の福祉活動が積極的に推進できる体制を整えています。
そして、地域で解決できない問題は、社協がサービスを制度化し

て対応したり、行政機関が提供する福祉サービスにつなげたりと
いった活動を行っています。社協は、既存の福祉制度での対応が困
難な、制度の隙間にある福祉課題の解決に努めていますので、皆さ
まのご理解ご協力をお願いいたします。

社協の福祉は、皆さまに支えられています
福祉のまちづくりを支える活動財源について、ご理解ご協力をお願いいたします。

赤十字会員募集
実施

日本赤十字社（埼玉県支部）

使途 災害救護活動・救急医療整備等
いただいた活動資金は埼玉県支部に全額送金
し、災害救援等の支援活動に使用されます。
実績の一部は寄居町分区に助成され、町内の
炊き出し訓練や被災者対応に活用されます。

社協会費募集
実施

寄居町社会福祉協議会

使途 町内での福祉事業の実施
各区地域支えあいの会の活動費助成をはじめ、
提供する福祉サービスの財源として活用され
ます。また、新たなサービスの開発に先駆的
に取り組むための自主財源としても貴重です。

寄居町社協では、年に４回、皆さまにご協力をいただいて、各種募金活動を行っています。
いただいた浄財は、福祉のまちづくりを支える重要な活動財源となります。

赤い羽根共同募金運動
実施

埼玉県共同募金会

使途 町内での福祉事業の実施
実績に応じて寄居町社協へ助成され、紙オム
ツの支給や通院等の移送サービス事業、子育
て支援や在宅介護者のつどい事業などに活用
されます。

歳末たすけあい運動
実施 埼玉県共同募金会
使途 支援を必要とする方々への援助活動
実績に応じて寄居町社協へ助成され、地域の
サロン活動や福祉施設の歳末事業、生活困窮
世帯支援事業、住環境整備事業等の福祉活動
に活用されます。

●社会福祉法人 寄居町社会福祉協議会
・寄居町ボランティアセンター
・寄居町成年後見支援センター
・日本赤十字社寄居町分区
・共同募金会寄居町支会

電 話
ＦＡＸ

寄居町社協｜
http://www.yoriishakyo.jp/

０４８-５８１-８５２３
０４８-５８１-８５４４

●大里広域地域包括支援センター
寄居町社会福祉協議会
電 話
ＦＡＸ

ホームページのほか、年に４回発行しております
「よりいまち社協だより」もご覧ください。

←秩父・本庄方面

熊谷方面→
国道１４０号
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〒３６９-１２２１
埼玉県大里郡寄居町大字保田原３０１番地
開館時間：午前８時３０分～午後５時１５分
（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
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･かわせみ荘
コンビニ

★

町民参加による地域福祉活動を推進し、共に支え合える地域づくりを進めています

★
誰もが安心して暮らすことができるよう、日常生活のお手伝いをしています

●総合社会福祉センター かわせみ荘
・老人福祉センター

鉢形駅

・児童館

電 話 ０４８-５８１-３８６１
ＦＡＸ ０４８-５８１-３９８８
〒３６９－１２２１
埼玉県大里郡寄居町大字保田原３２１番地
開館時間：午前９時～午後４時３０分
（月曜日、第４金曜日・土曜日、年末年始を除く）
２０１９年６月発行

･寄居町社会福祉協議会
･地域包括支援センター

介護についてのご相談に応じたり、様々な福祉サービスを提供しています
東武東上線

川越・東松山方面→

老人福祉センター・児童館の運営や、災害対応などの幅広い福祉を提供します

その他、福祉に関する総合的な相談窓口を設置しています

国道２５４号

－社会福祉法人 寄居町社会福祉協議会－

地域福祉活動の推進
共に支え合える地域をつくります

地域支えあいの会
区長（福祉協力員）をはじめ、区関係者、民生委員・児童委
員、福祉委員等のネットワークを構成し、自分たちの地域の
福祉を自分たちで考えて、地域でできる福祉活動を主体的に
推進いただく組織です。支援が必要な方の見守り活動やふれ
あいいきいきサロン開催を通じて、地域における福祉コミュ
ニティづくりを推進しています。
見守り登録事業
見守りを希望する高齢者世帯などへ、地域の民生委員・児童
委員や福祉委員が直接声かけしたり、遠目からの見守り活動
を行います。
救急医療情報キット配布事業
ひとり暮らし高齢者を対象に、健康保険証などの医療情報を
筒状の容器に入れて冷蔵庫に保管し、１１９番通報の際に活
かします。

ボランティア活動に関する相談、調整、
紹介や、養成講座を開催しています。
また、ボランティアグループの活動も
支援しています。グループ一覧につい
ては社協ホームページをご覧ください。

開 設：毎週水・木曜日
参加費：100円
【談笑お茶飲みサロン】
水曜日：午前10時～午後３時
【健康マージャンサロン】
木曜日：正午～午後４時30分

介護等について

住み慣れた地域で安心して暮らすために

お気軽にご相談ください

介護予防支援事業等をはじめ、脳トレなどの介護予防出前
講座や認知症カフェの開催、認知症に対する啓発活動を行っ
ています。また、総合相談、虐待の防止や早期発見、権利擁
護の対応を行い、問題解決にあたっています。介護のことで
お困りの方は、一人で悩まずにご相談ください。

利用会員または協力会員に登録いただき、サービス利用や提供
をそれぞれ行います。※年会費500円
【サービス内容】①通院や買い物等の付き添い ②食事の支度
③衣類の洗濯、整理整頓 ④住居の掃除 ⑤生活必需品の買い物
⑥印刷物の朗読・代筆 ⑦妊産婦・乳幼児の身の回りの世話
利用会員…高齢者世帯、障がい者・児世帯、父子・母子世帯、妊産

※川北［市街地・西部・桜沢・用土］地区は、埼玉よりい病院が担当

婦または乳幼児のいる世帯が対象で、１時間650円です。
協力会員…サービス内容のできる活動に協力い
ただきます。１時間あたり700円（商品券500円
＋現金200円）をお支払いします。

寄居町福祉資金（本会運営）…町内に３ヶ月以

車イス貸出…病気やケガで車イスが必要な場合、
３カ月を限度に無料で貸出します。
介護者おしゃべりサロン…相談機関の職員を交え
て、介護について気軽に話し合うサロンです。９
月を除く奇数月の第３金曜日に開催しています。
理美容サービス事業…外出が困難な方へ、理美容
店がご自宅に訪問して散髪を行います。※年間最
高３枚のサービス券を発行、自己負担1,000円。
対象：要介護３～５の方、身体障害者手帳１・２
級の方など
紙オムツ支給事業…要介護認定を受けた方などを
対象に、紙オムツを無料で支給します。
対象：要介護１～５の方、身体障害者手帳１・２
級の方、３歳以上の療育手帳Ⓐ・Ａの方など
移送サービス(福祉有償運送)…寝たきりで病院や

上在住の低所得世帯へ、緊急に生活費が不足し
た際に最高３万円まで貸付します。

公共機関への移動が困難な方へ、リフト車による
通院等の介助を行います。

住民組織と郵便局や金融機関等の事業者、福祉専門機

寄居町福祉資金（埼玉県社協運営）…失業によ
る生活再建や、住宅改修・転居費用、学校修学

対象：要介護認定を受けている方、身体障害者手
帳を交付されている方

関が連携し、異変発見の連絡を行うほか、迷い人の放
送があった際には、みんなが外に出て確認する、一斉

等に貸付します。

年会費：1,000円
利用料：１時間500円

町内小中学校を福祉協力校に指定
し、事業費を助成しています。
また、車イス介助等の福祉体験教
室の開催や、福祉標語募集事業を
実施しています。

高齢者のみの世帯等へ、
昼食用のお弁当をお届け
します。平日週５回まで
利用できて、料金は１食
400円です。

※一定の基準や審査があり、
貸付まで期間を要します。

確認運動を推進しています。

いこいの家(寄居町寄居956番地1)

日常生活のお手伝い

ほほえみの家(寄居町牟礼1466番地6）
開 設：毎週火・木曜日
参加費：100円
【談笑お茶飲みサロン】
火曜日：午前10時～午後３時
【健康マージャンサロン】
木曜日：午後１時～４時30分

使用料：町内無料
町外１㎞25円

成年後見制度は、判断能力が不十分な高齢者や
障がい者が、契約行為や財産管理などで不利益
が生じないよう、法的に支援する制度です。
当センターでは、成年後見制度に関する相談を
受け付けています。また、家庭裁判所の選任に

定期訪問による相談受付や、役場への届出のお手

より法人として行う後見人の受任や、市民後見
人の養成等も実施しています。

・預貯金の通帳・実印の管理
を行います。

伝い、福祉サービス利用料や公共料金の支払い代
行、生活費のお届け、証書類

居宅介護事業／障害福祉サービス事業
介護認定を受けた方や障がいのある方へ、ホームヘルプサービスを提供します。
居宅介護支援事業
介護認定を受けた方へ、介護保険のサービス利用に必要なケアプランを作成します。

高齢者・児童福祉や
災害対応 ほか

かわせみ荘開館時間 午前９時～午後４時30分
休館日 月曜日、第４金・土曜日、年末年始
毎月第１～３・５土曜日、第４日曜日は温泉の日 ※天然温泉（赤城南麓の湯）が来ます
老人福祉センター
高齢者の健康や仲間づくり、社
会参加の活動拠点や、老人クラ
ブ事務局として、皆さまの活動
を支援しています。カラオケ、
お風呂も利用いただけます。

災害救援制度
大規模災害や、火災・風水害による被災時に
布団や日用品を支給します。死亡した被災者
には見舞金があります。また、国内外で発生
した災害の義援金受付窓口となります。

社協が事務局となり、募金活動や啓発活動を推進してい
ます。赤い羽根募金や、歳末たすけあい運動へのご協力
をお願いいたします。

児童館
おもちゃやトランポリン、児童
用図書室を利用いただけるほか、
子育てサロンでの相談対応や、
子育て支援事業、プラネタリウ
ム投影等を行っています。

福祉救援ボランティア講座
災害時における炊き出し訓練などを体
験していただく講座です。地区の自主
防災組織のご要望に応じて開催してい
ます。
赤十字奉仕団
赤十字会員募集や献血
事業、炊き出し訓練や
福祉イベントなどに協
力いただく組織です。

