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暮らしサポート・富士見、通称 「くらサポ」
協力会員を募集しています !!
３月 28 日（木）に、暮らしサポート・富士見（以下、くらサポ）の「協力会員意見交
換会」を開催しました。平成 28 年の事業スタート以来、初の意見交換会となり、町内の
協力会員 13 名が参加されました。
意見交換会では、４月から始まった「富士見町ささえ合いポイント制度」の説明、くら
サポの現状報告、グループに分かれての意見交換等を行い交流しました。参加者からは、
「利用会員の〝ありがとう〟の一言は何にも代えがたい」、「利用会員との出会いは宝
物！」と話され、協力会員のみなさまの熱意に、ただただ頭が下がる思いでした。
「くらサポ」とは…
富士見町社協が窓口となり、日常のちょ
っとした困りごとを地域住民が支援する、
住民参加型の生活支援サービスです。特別
な資格がなくても、どなたでも会員登録い
ただけます。

活動内容

概ね週１回〜２回程度

・日常的な支援
（ゴミ出し・草取り・掃除・家事援助・話し相手・外出支援等）

・特別な（季節ごとの）支援
（雪かき・大掃除・衣替え・灯油運び・粗大ごみ運搬等 ）

活動費

１時間 500 円を基準とする
※材料燃料費が発生した場合は実費 とする

問合せ ▶▶▶ 富士見町社協 地域福祉係 ☎ 0266-78-8986
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社協の取り組み
・
「住民が地域で暮らすことの実現」、そのために「住
民とともに進める福祉」を目指して事業を展開し
ます
・地域に密着した福祉関係事業や関連活動を支える
ための基盤となる地域福祉活動を強力に進めます
・自立した在宅生活をおくるための支援や個別支援、
より質の高いサービスの提供、重度化予防を進め
ます

自立した生活を支える取り組みの推進
認知症高齢者や障がい者で判断能力に一定の低
下がある方のための権利擁護事業や生活の中の不
安や課題を解決するための総合相談事業を推進し
ていきます
・日常生活自立支援事業や成年後見制度の支援が必
要な方への対応、啓発、相談
・心配ごと相談、介護相談等
・生活福祉資金等貸付事業
・まいさぽ出張相談所業務

住民に身近な介護福祉事業所
地域包括ケアシステムの一端を担えるよう、医療
機関等と連携した介護福祉の取り組みを進めます
【介護福祉サービス事業】
・居宅介護支援介護事業（ケアマネ）
・ふれあい訪問事業（ホームヘルパー）
・ふれあい通所・短期入所事業
（デイサービス 、ショートステイ）

・訪問入浴介護事業
・清泉荘訪問介護事業（ホームヘルパー）
・清泉荘通所・短期入所事業
（デイサービス 、ショートステイ）

総額 897,077 千円

介護保険収入・自立支援収入
介護サービス受託金
事業収入
会費収入・寄付
県・町補助金受託収入
積立金取崩
その他

545,296
115,228
8,852
3,100
40,466
5,396
833

小地域支えあい活動などの地域福祉活動
小地域ごとに住民同士で支えあえる仕組みづくり
を地域の皆さんと一緒に考え、進めていきます
・地区社協等と連携を図り、
各地域に応じた活動を推進します

町からの受託事業
・福祉センター（ふれあいセンターふじみ） の運営管理
・複合福祉施設清泉荘の運営管理
・富士見町地域活動支援センター（赤とんぼ） の運営
・在宅介護者リフレッシュ事業
・生活支援体制整備事業
・認知症施策総合推進事業

法人運営事業

・清泉荘複合事業（デイサービス）
・一本松の家事業（小規模多機能）
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス
・福祉移送サービス など

収入

今まで推進してきた「包括ケアシステム」と共に、
子どもから高齢者、障がい者、生活困窮者、困難者
等の総合的な相談、支援体制の構築に向けての取り
組みを重点的に進めます
① 包括的支援体制構築事業
・多くの課題を抱える方や家族に対し、課題の整
理と各関係機関と協働連携により課題の解決
を図ります
② 地域力強化事業
・支え合いマップの作成、更新、活用
・要援護者のニーズ調査の実施
・地域の縁側や高齢者グループへの支援、助成を
実施
・地域の身近な事業所や拠点が地域の福祉力の強
化につながるような活動を実施

千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円

・ふれあい会食会、配食 ・福祉体験事業
・ボランティア育成事業 ・福祉団体助成事業
・地区社協への補助金事業 ・福祉車両貸出事業
・介護職員初任者研修養成事業
・敬老事業への補助金 ・共同募金配分金事業 など

支出

総額 722,546 千円

事業活動
①法人運営
②受託事業
③介護福祉サービス事業
その他活動費

45,724
108,737
550,562
17,523

千円
千円
千円
千円

※収支については、前期末未払資金等を除くため、
合計金額は一致しません。
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参 加 者 募 集 中 かがやきカフェ
【 ピザ作り 】 ５月 13 日（月）13 時〜15 時
【ピラティス】 ５月 20 日（月）13 時〜15 時
講 師：小林あかねさん
持ち物：バスタオル または ヨガマット

会場：複合福祉施設 清泉荘
（かがやきデイサービス）

※両日 500 円必要・要予約
＜問合せ＞
複合福祉施設 清泉荘
（かがやきデイサービス）

☎ 0266-64-2820

相 談 受 付 中 富士見町まるまる相談室

相談窓口

「富士見町まるまる相談室」は、総合相談機関です。家族が認知症と障がいを抱えてい
るが１人でどうしたらいいか分からない、家計のやりくりに困っている、外国から来たの
で言葉が心配など、生活での困りごとを〝専門の相談員〟がお聴きします。
困りごとを抱えるご本人、そのご家族など、どなたでもご相談いただけます。電話での
相談、ご自宅などへの出張対応も可能です。
関係機関である町役場や、就労支援を行う〝まいさぽ〟に繋ぐなど、様々な機関と連携
し、みなさんの困りごと解決に向けてサポートしています。

富士見町社協 地域福祉係 ☎ 0266-78-8986
＜住所＞ 富士見町落合 6203 旧落合小学校内
＜受付＞（月）〜（金） 9：00〜17：00
※緊急時には、時間外でも対応します

登 録 受 付 中 無料メール配信サービス「めるふじ」
富士見町社協が運営する、メール配信サービスです。ご自身や地域に関
する、平常時・緊急時の様々な情報を無料でお届けします。配信内容は、
次の７項目です。希望される内容を選択してご登録いただけます。
①認知症行方不明者情報 ／ 高齢者等が行方不明になった時の捜索協力依頼・情報の配信
②災害支援情報 ／ 災害復興支援情報や災害ボランティアの募集等の情報の配信
③生活困窮者支援情報 ／ 経済的困窮や離職などで生活に不安を抱える方の自立を支え
る食品や衣料品などの物資協力依頼情報の配信
④ボランティア情報 ／ 町内のボランティア活動の紹介・募集情報の配信
⑤メイト・サポーター・ささえたい情報 ／ 認知症に関する学びの機会や活動情報の配信
⑥ サロン・えんがわ情報 ／ 町内のサロン・えんがわの開催日時などの情報の配信
⑦ 重要なお知らせ（必須登録項目） ／ 災害時・緊急時など重要な情報の配信

登録方法
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次の登録用アドレス、または、右の QR コードからメールを送信し
てください。登録用メールが返信されますので、内容に沿ってご登録
をお願いします。

登録用アドレス ／ t-fujimishakyo@sg-m.jp
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お風呂休館日

ふれあいセンターふじみ
清泉荘

７日（火）、13 日（月）、
20 日（月）、27 日（月）

心配ごと相談日
日時：５月 17 日（金）10 時〜15 時
会場：町民センター２階
直接、会場までお越しください

事業所だより 【地域福祉係】
３月 23 日（土）に、
「富士見町地域力強
化セミナー」を開催しました。
第１部では、防災の視点から地域づくり
を考えるため、社協で作成した「クロスロ
ード 富士見町編」の体験を行いました。
第２部では、外部講師を招き、地域力強
化や共生をキーワードに、人口推移などの
町の将来像からこれ
からの地域作りを考
える手法や、他市町
村の取り組み事例な
どを学びました。

４月 27 日（土）〜５月６日（月）の連
休中の営業についてお知らせします。
▶各福祉事業所 通常通り
▶地域福祉係
通常通り
▶赤とんぼ （下記開所日以外はお休みです）
開所日：４月 30 日（火）
５月 2 日（木）

お問合せ先

※市外局番 0266

ふれあいセンターふじみ（大平） ☎
ふれあいデイサービスセンター（大平） ☎
ふれあい訪問介護（大平）
☎
ケアマネジャー（大平）
☎
清泉荘デイサービスセンター（池袋） ☎
清泉荘訪問介護（池袋）
☎

62-6766
62-6762
61-1013
78-8987
61-8210
61-8211

温かな善意ありがとうございます
- 遺 志 金 故 佐久 マサ子 様
遺志金として 金 100,000 円
樋口
学
故 田口 朝吉 様
遺志金として

様

金 300,000 円
田口 房雄 様

故 五味 弘元 様
遺志金として 金 100,000 円
五味 祥章 様

- ご 寄 附 匿名
木の間にこにこサロン

家電類多数
様
タオル 100 枚

平成 31 年 3 月 11 日より平成 31 年 4 月 3 日まで
※掲載は、ご寄附 いただいた方 のご意向を伺い行っております

町民おたから掲示板
子ども科学遊びクラブ 代表

赤坂 行男 さん
秋田県で生まれ、関東圏での企業人を経
て、９年前に富士見町信濃境区に移住。
手作りで遊び道具を製作し、町内の子ど
も達に科学の面白さ、物作りの楽しさを伝
えるため「科学教室」を開催しています。
教室をはじめて６年目となり、町内で大勢
の子ども達が〝科学のとびら〟を叩いて
います。
今後は、今の活動を継続し、子ども向け
だけでなく、高齢者向けの遊び道具の充実
も考えています。科学や物作りに興味のあ
る方は、ぜひお声がけください。
問合せ：富士見町社協 地域福祉係
☎ 0266-78-8986
☎
複合福祉施設 清泉荘（池袋）
デイサービスセンターかがやき（池袋） ☎
☎
一本松の家（立沢）
24 時間ケアサポートふじみ（立沢） ☎
地域活動支援センター 赤とんぼ（瀬沢新田） ☎
☎
地域福祉係（机）

64-2846
64-2820
78-6001
78-5551
61-2310
78-8986
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