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【特集】
地域×猫

「高齢者と猫」
から見える地域
コミュニティ・ソーシャル・ワーカー（CSW）として地域の皆さんの相談
を受けていると、高齢者の入院や施設入所、あるいはお亡くなりになって猫
だけが取り残されるケースや、世帯に何らかの課題があり、
猫を増やしてし
まい、飼えなくなるケースなどが多くあります。
一方で大切に飼っていた猫を見送った高齢者が、まだまだ元気でも自分
の年齢を考えると責任をもって最後まで飼いきれる自信がなく、新たな猫
を迎えられず生きがいがなくなり寂しいという話もよく聞きます。
この二つの課題をマッチングできるのが「猫の終生預かりボランティア
活動」です。
■ CSW とは

ゴミ屋敷や引きこもり、現状の法制度では解決することが困難な「制度のはざま」にある課題を、地域の皆様とと

もに支援する活動を行います。

終生預かりボランティアとは？
ボランティア自身の病気やその他の理由によって、預かることができなくなった場合には預かった猫を返すことができるボ
ランティアです。丸ごと引き受ける里親とは違って、あくまでも猫を預かるボランティアのため、高齢者でも安心して取り組め
る活動です。

期待できること
大好きな猫と関わることによって日々の生活が豊かになり、孤立や孤独が解消され、
ボランティア同士の交流にも繋がります。
また、高齢者の役割創出や地域貢献につながります。そして、
一度は居場所を失った猫が幸せになれます。

終生預かりボランティアさんの声

さやま猫の会さんの声
さやま猫の会は、狭山市を中心に市と協働で活動

元々猫が好きでずっと猫と暮らしてきました。
最後の猫を見送って、いったんは猫のいる生活を諦

している猫の福祉団体です。

めましたが、終生預かりボランティアの話を聞いて

野良猫や捨て猫の問題、多頭飼育崩壊問題
（無秩

この仕組みなら預かれるかなと思い、2年前から預

序にペットが増え、適正に飼育できる数を超えて飼

かっています。

育できなくなる状況）など、地域で起こる猫の問題

白血病など病気を持つ猫を預かっていますが、な

は、ほとんどすべては人の問題であると言えます。

るべく長く共に暮らしたいと思っています。

そこで人の福祉に関わる社協と共に、不幸な猫を減

ボランティアというよりも、猫の世話をすること

らし、人も猫も幸せに暮らすための活動を推進して

が生きがいです。リハビリにもなり、癒しをもらっ

います。

て寂しさもなくなり、むしろ猫に助けられていま

終生預かりボランティアの普及は、そのための

す。

すそ野が広がる期待の大きな活動と言えます。

少しでも関心のある方、まずは講座を受講して一緒に考えてみませんか？

「猫の終生預かりボランティア」養成講座〜初級編〜
日

時：5月30日（月） 10時～12時

会

場：狭山市社会福祉会館

6月13日（月） 10時～12時

講

師：さやま猫の会

全2回

費

用：無料

※希望者は別日程で譲渡会見学

お申込み・お問合せ先
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地域福祉担当
狭山市入間川2-4-13（狭山市社会福祉会館内） TEL：04-2954-0294

令和4年度
〜人が人を さ さえ

事業計画・予算の概要
みんなに や さしい

元気な ま ち〜

事業計画
（重点事業）
1．地域課題の解決力強化の推進
2．生活支援体制整備事業の推進
3．コミュニティ・ソーシャル・ワーカー
（ＣＳＷ）
の配置
4．コロナ禍及びコロナ後の生活困窮者への相談支援の実施
5．狭山市地域福祉活動計画の推進
6．狭山市社会福祉協議会発展・強化計画の推進
7．成年後見制度利用促進に関する中核機関の運営
8．社協活動の理解の促進及び機能強化

3.コミュニティ・ソーシャル・ワーカー（CSW）相談会のようす

予算の概要
【収入】
会費・寄付金収入
補助金収入
受託金収入
介護保険・障害福祉サービス等事業収入
その他（事業収入・受取利息・前期末支払資金残高等）

9,301 千円
95,581 千円
248,163 千円
26,752 千円
106,993 千円

計

486,790 千円

【支出】
社会福祉事業（法人運営・地域福祉・介護保険・老人福祉センター）
公益事業（社会福祉会館・ささえあい狭山・子育て支援・成年後見・困窮者支援）
収益事業（自動販売機設置・切手類販売）
計

416,740 千円
69,577 千円
473 千円
486,790 千円

※詳細は社協 HP をご覧ください。

第１期発展・強化計画を策定しました
狭山市社会福祉協議会の今後のすすむべ
き方向性を示し、基盤強化を図ることを目
的とした中長期計画である「第1期狭山市
社会福祉協議会発展・強化計画」を令和4年

第1期発展・強化計画の全体像
1．基本理念
人が人をささえ

みんなにやさしい

画と併せて社会福祉協議会の立場から地域

2．基本方針
（1）
包括的な支援体制づくりの推進
（2）
地域福祉を担う人材の育成と確保
（3）
働きやすい職場環境の整備
（4）
経営基盤の強化

福祉の推進を図る計画です。計画の詳細に

3．行動指針

3月に策定しました。
令和3年3月に策定された第4期狭山市地
域福祉計画、第4期狭山市地域福祉活動計

ついては、社協 HP をご覧ください。

受け止めて

一緒に考え

歩き出す

狭山市社協だより

元気なまち

狭山市社協
ふれあい No.176
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ンター宝荘
老人福祉セ

シニア仲間づくり講座

狭山 で 楽しむ「 鎌倉幕府の13人の合議制 」

現在放送中の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」
（NHK）。鎌倉幕府を開いた源頼朝や頼朝を支えた北条義時をはじ
めとする武士が描かれています。
実は、
狭山市は鎌倉幕府とも縁の深い地域です。ドラマをさらに楽しむためにも、仲間とともに狭山と鎌倉幕
府の関わりを学びませんか？
第1回目

講義
「鎌倉幕府を支えた13人の合議制」の裏話
5月19日（木）10時～12時
老人福祉センター宝荘

第2回目 「狭山のゆかりの地を訪れよう」 バスでフィールドワーク
5月24日（火）9時30分～15時30分
市内各所、毛呂山町歴史民俗資料館
途中昼食休憩有り
講
師
定
員
対 象 者
参 加 費
申込期間

吉岡 勇三氏（狭山まちづくリストの会 副会長）
15名
（先着順）
60歳以上の市内在住者 バスの乗降や現地での歩行が可能な方
500円（資料代、保険代）
※第2回目の昼食費は個人負担になります
4月21日（木）
〜5月13日（金）

お申込み先

老人福祉センター宝荘

ささえあい狭山

TEL：04-2952-7777

有償ボランティア（提供会員）大募集！
！

「ささえあい狭山」
とは…
会員同士が、
簡単な家事援助や車での送迎等の在宅福祉サービスを提供・利用する住民相互の支え合い組織です。

～
「ささえる」ことも「ささえられる」ことも、ともに長い人生の暮らしの一場面～
空いている時間を地域のために活用しませんか！
活動内容 掃除 / 洗濯 / 整理整頓 / 買い物 / 付き添い / 草取り / 車での送迎など（できる範囲で OK）
対 象 者 ボランティア活動に興味・意欲のある狭山市在住または在学の方
お気軽に
ご連絡くだ
※車での送迎ボランティアについては、新規登録は70歳未満の方限定
さい♪
活動謝礼 30分
（1単位）ごとに250円＋交通費1回200円
そ の 他
・活動する際には「ささえあい狭山」への入会をお願いいたします。
（年会費2,000円）※キャンペーン中のため、
提供会員は半額返金いたします。
・車での送迎をしていただく方は、活動の前に法定研修があります。
（無料）
お問合せ先 ささえあい狭山 狭山市入間川2-4-13（狭山市社会福祉会館内） TEL：04-2003-3843（直通）

～あなたの経験をさやまの子育て支援に活かしませんか～

＜有償ボランティア＞ 育児援助を行う会員（預かる会員）募集
無理なくできる援助から始めてみませんか？あなたの一歩が地域の親子を笑顔にします。
対 象 者
援助内容
援助報酬
備
考

市内在住・20才以上・心身共に健康な方・お子さんが好きな方
赤ちゃんの見守り・生後4ヶ月から小学6年生までのお子さんの預かりや送迎
1時間700円
援助活動を始める際に、
「こそだて応援団ふぁみさぽ講座」の受講が必要です。

こそだて応援団ふぁみさぽ講座について
講座内容
講座日程

場

幼児救命救急・子どもの心の発達・栄養・虐待・小児の病気など
5月…21日・28日
10月…4日・12日・21日
6月…3日・18日・25日
1月…13日・19日・24日・27日
時間の詳細は社協 HP をご覧ください。
所 狭山市社会福祉会館 ( 入間川2-4-13) ※オンライン受講可

お問合せ先 さやまファミリー・サポート・センター
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TEL：04-2003-3849（直通）

水野にお住

いの方

急募！

ちゃを
パクパクおも
作りました♪

参加者大募集！ボランティアセンターからのお知らせ
あなたにもきっとみつかるボランティア講座
あ
 なたにもきっとみつかるボランティア講座
「これからボランティア活動を始めたい！」

「最初の一歩を踏み出したい！」という方のためのボランティア
入門講座です。

1

2

基礎講座に
参加する

Step

Step

日時 5月27日（ 金 ）10時 ～12時
場所 狭山市社会福祉会館
 ランティア活動の
内容 ボ
基本・心構え、
活動先マッチング など

対

3

興味のある活動先で
ボランティアをする

Step

振り
返る

 月1日（水）～6月14日（火）の期間内で活動
日時 6

 月15日
（水）
日時 6

場所 各ボランティア活動先
 ランティア体験
内容 ボ

場所 狭山市社会福祉会館
 とめ、ボランティ
内容 ま

を希望する日

10時～12時

ア活動者の講話など

※希望日・活動先は基礎講座時に選択していただきます。

象 Step1～3のすべてに参加できる方(Step2は期間内で1日以上)

申込期限 5月24日（火）

福祉体験学習サポーター養成講座
市
 内小中学校での福祉教育、特に福祉体験学習のサポートをするボランティアを養成する講座です。
昨
 年度より、子どもたちが自分で考え行動する力を育てるようメニューを新たにしています。あなたも一緒に
子どもたちへの福祉体験学習を担っていただけませんか？（全 3 回・原則全ての回に参加できる方）
申込期限 6月1日
（水）

1日目

2日目

日時 6月10日
（金）10時～12時
場所 狭山市社会福祉会館 大会議室
内容 導入・福祉教育とは
小中学校での福祉体験学習の現状

3日目

日時 6月17日
（金）10時～12時
日時 6月24日
（金）10時～12時
場所 狭山市社会福祉会館 大会議室
場所 狭山市社会福祉会館 大会議室
内容 福祉体験学習レクチャー
内容 ワークショップ
（車いす体験・視覚障がい者体験）
今後の予定について

共学支援ボランティア養成講座
障
 がいのある子どもの学習や生活のサポートをするボランティアを募集しています。子どもたちと触れ合い、
交流しながら私たちにできることを一緒に考えてみませんか。
回
1
2

日 程
5月20日
（金）

時 間
9時30分~12時

5月28日
（土）

9時45分~14時
（時間内で自由見学）

3
4
5

6月16日
（木）
6月28日
（火）
7月6日
（水）

8時45分~12時10分
8時45分~12時10分
15時30分~17時

内 容
オリエンテーション、学校概要説明
運動会見学 予備日:6月3日(金)
※外部非公開となった場合は取りやめ
授業体験
授業体験
修了証の受渡し・ボランティアバンクへの登録

対象者：障がいがある児童生徒への理解があり、受講後、狭山特別支援学校でのボランティア活動に参加できる方
会 場：狭山特別支援学校（笹井2958） 定 員：10名 申込期限：4月25日（月）

狭山で拡がる「あいサポート」
の輪
障がいのある方が困っていること
などを理解し、ちょっとした手助けや
配慮を実践することで、共生社会を皆
さんと一緒につくっていく運動です。
狭山では3,020名のあいサポーターが誕生して
います。
（令和4年2月末時点）
社会福祉会館では月に1回定例の公開講座を開催
しています。また、学校や企業、団体への出前講座も
行いますので、
お気軽にご相談ください。
お申込み・お問合せ先

狭山市ボランティアセンター

車いすメンテナンスボランティア募集！
小中学校での福祉体験学習や貸出に使用する車いすをメンテナンス
するボランティアです。詳しくはお問い合わせください。

令和 4 年度ボランティア活動保険のご案内
ボランティア活動中のケガや賠償責任の補償に！
補償期間：令和5年3月31日まで
プラン
基本タイプ
天災タイプ
特定感染症重点プラン※新設

保険料
350円
500円
550円

TEL:04-2954-0294
E-mail：ch iiki@s ay ama- s h aky ou.or.j p
狭山市社協だより
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「くらし・しごと支援センターさやま」からのお知らせ
住居確保
給付金
について

○３か月間の再支給の申請期間が令和４年６月末日まで延長となりました。
○住居確保給付金は、離職・廃業や減収等で、生活に困っている方で就労能力及び就労意欲のあ
る方のうち、住居（賃貸）を喪失するおそれのある方を対象として、住宅費（家賃）を支給するとと
もに、
「くらし・しごと支援センターさやま」で就労支援を実施することで、住居の確保及び就職
に結びつける制度です。※貯金額等の資産要件があります。詳しくはお問い合わせください。

「くらし・しごと支援センターさやま」では、仕事探し、家計のやりくり、借金や家賃の滞納など、どこに相談すれば
よいかわからない日常の生活や就職活動等での困りごとや悩みごとに対し、専門の相談支援員が解決に結び付け
られるようお手伝いします。

相談の流れ

1

2

最初の面談
困りごとをおうかがい
します

お申込み・お問合せ先

3

担当の相談支援員
と一緒に問題解決に導
くための支援プランの
作成
くらし・しごと支援センターさやま

子ども食堂

4

支援プランに
基づいたサポート

狭山市富士見1-1-11

解決へ

TEL:04-2956-7669

運営支援金のお知らせ

狭山市内の子ども食堂の運営費を一部助成します。

【対

象】 市民が主体となり運営する、子ども食堂を月1回以上実施する団体。
（選考あり）
※通常支援は原則3年間となります。
（3年を経過した団体からの申請は要相談）
【申込み】 5月31日（火）までに申請書を提出。
（狭山市社会福祉協議会・狭山市駅東口事務所に設置。社協 HP からもダウンロード可。）

お申込み・お問合せ先

地域福祉担当
狭山市入間川2-4-13（狭山市社会福祉会館内） TEL：04-2954-0294

さやま福祉活動応援助成金
各種団体等の育成と地域福祉の向上を図るため、
活動や事業に対し助成金を交付します。
【対象団体】 次のいずれかの団体
（1）
障がい者団体
（2）
在宅介護者団体
（3）
ひとり親家庭及び寡婦福祉団
（4）
児童福祉団体
（5）福 祉施設等でボランティア活動をして
いる団体
 活動・事業の総予算の3分の2以内
【助 成 額】
※上限は20万円
【申込期間】 5月9日（月）～5月31日（火）
【選考方法】 助
 成金交付審査委員会でのプレゼンテー
ション（6月中旬 午後予定）にて審査

狭山市地域福祉活動
スタートアップ助成事業
地域住民が主体となって新たに設立した団
体が実施する地域福祉活動に助成金を交付
します。

【対象団体】 市
 内に住所を有する方が主体となり、申
請日から3年以内に設立した無償または
低額の費用で活動する団体
※助成期間は3年間
【助 成 額】 上限20万円
【申込期間】 5月9日
（月）
～6月30日
（木）
【選考方法】「狭山市地域福祉活動推進会議」

（7月下旬）
にてプレゼンテーション審査

【応 募 方 法】
申請書等の必要書類を揃え提出。
（申請書は狭山市社会福祉協議会・狭山市駅東口事務所に設置。社協 HP からもダウンロード可。）

お申込み・お問合せ先
6

狭山市社協だより

狭山市駅東口事務所

ふれあい No.176

狭山市富士見1-1-11

TEL：04-2956-7665

温かいまごころ ありがとうございました
令和3年12月1日～令和4年2月28日（順不同・敬称略）

【寄付金】
医療法人社団

【物品寄付】
陽光会

木馬歯科医院

国際ソロプチミスト埼玉－カメリア
金子 美洋子

30,000円
10,000円

セブンスデー・アドベンチスト教団
入間川キリスト教会
匿名

100,000円

8件

10,000円

55,178円

(株)ホンダカーズ埼玉西

新狭山店

小原 茂

食料品
米

金澤 正明
高橋 輝広

就活用品

あずまリウマチ・内科クリニック

サージカルマスク

居宅介護支援事業所
トータルサポートアロハ

プラスチックグローブ

(有)コックス

抗原検査キット

福田 めぐみ

子ども用マスク

諸富 美重子

習字セット

斎藤 直美
(株)エフ・イー・シー
国際ソロプチミスト埼玉－カメリア

古切手

(株)太陽工業
野口 昭明

狭山市社会福祉協議会
◦（株）大塚商会
賛助会員の皆様のご紹介（敬称略）
令和3年12月1日~令和4年2月28日

◦司法書士・行政書士白幡事務所
◦美容室retropot

共同募金運動へのご協力

ありがとうございました
【主な使途】
自治会やふれあいサロン、フードバンクなどの地域活動支援、
子ども・若者の居場所づくり、高校入学支援金、高齢者の見守り活
動、
生活にお困りの方への支援金、障がい者団体支援など
【実績額】
赤い羽根共同募金
６，５７４，９８６円
地域歳末たすけあい募金
４，７６６，３２４円
（令和4年2月28日現在）

地域のふれあいサロンにも役立てられています

広告を出してみませんか？～社協広告大募集～
社協だより「ふれあい」広告掲載
4 月、7 月、10 月、1 月発行（年 4 回）
市内自治会全戸配布（約 5.6 万部発行）
縦 5.5 ×横 8.5cm データ入稿
賛助会員
1 枠 1 回 15,000 円
年間 50,000 円
賛助会員以外 1 枠 1 回 20,000 円
年間 70,000 円

新ホームページ

バナー広告掲載

※新ホームページについては次ページ「こころちゃんがゆく」
をご覧ください

トップページ下部バナー
1 枠 縦 90px ×横 300px データ入稿
賛助会員
1 枠 3,500 円／月
3 か月以上連続 3,000 円／月
賛助会員以外 1 枠 4,500 円／月
3 か月以上連続 4,000 円／月

諸条件などお気軽にお問い合わせください。04-2954-0294（広報担当）
狭山市社協だより

ふれあい No.176

7

新ホームページ

４月から、社協ホーム
ページをリニューアルし
ました。主な変更点は、
スマートフォン・タブレッ
ト端末での表示に対応し
たという点と、全ての事
業を目的別・分野別に仕
分け、アクセスする方が
必要とする情報を探しや
すいように作り変えた点
が挙げられます。
社協が持つＦａｃｅｂ
ｏｏｋ、ＹｏｕＴｕｂｅの新 着 情
報 を トッ プペー ジ か らいつで も
チェックできるようになりました。
色覚に障がいのある方の見え方
や音声読み上げソフトにも対応す
るなど、様々な人に使いやすいよ
う配慮しています。
より多くの皆様に分かりやすい
情報を届けることができるように
これからも努めてまいります。

ぜひスマー
トフォン・
タブレット
端末で
読み取って
みて
くださいね
♪

53

新しいホームページになりました！

社会福祉協議会より、お知らせと生活に役立つ情報
狭山市社会福祉会館より

狭山市駅東口事務所より

☎️04-2954-0294

☎️04-2956-7665

◎法律相談

◎権利擁護法律相談「あんしん さやま」

弁護士による相談を毎月第3金曜日に実施しています。
時 間 14時～16時 ※要予約・無料
場 所 狭山市社会福祉会館

日

時

場

所

◎大人用紙おむつを配布します
市民の皆様からいただいた紙おむつを社協会員
に配布いたします。お電話でお問い合わせの上、社
会福祉会館までお越しください。
注 意 希望の種類、
サイズがない場合もあります。
メーカーの指定はできません。
配送等のサービスは行っておりません。
※未開封の紙おむつの寄付も受け付けております。

◎「社協メーリングリスト」
に登録しませんか？
社協のお役立ち情報を配信します！
ぜひお気軽に登録してみてください♪
【登録手順】
①右の二次元コードをスマートフォン・
携帯電話で読み取る
②画面にしたがって必要事項を入力
③登録完了！

5月6日（金）、6月3日（金）、7月1日（金）
いずれも10時～12時 ※要予約・無料
狭山市駅東口事務所 相談室

◎成年後見制度講演会
成年後見制度について学ぶ講演会を開催します。
日 時 5月16日（月）10時～12時
会 場 狭山市市民交流センター
コミュニティーホール
定 員 50名
内 容 親なきあとの備えと成年後見制度
申 込 5月9日（月）まで

◎特例貸付
特例貸付（緊急小口資金・総合支援資金）の
受付期間が6月30日まで延長されました。
申請書類・詳細などは社協 HP まで。

全てのページの講座およびイベントにおいて新型コロナウイルス感染症の状況により中止・延期および内容変更となる場合があります。

この号に掲載されている情報は3月29日時点の情報です。最新情報は社協HPをご覧いただくか
狭山市社会福祉会館・狭山市駅東口事務所へお問い合わせください。
社会福祉法人

社会福祉会館

市民交流センター
市役所
至所沢

市立図書館
スカイテラス
至本川越
西口
）
新宿線
（西武
狭山市駅
東口
一方通行

集会所

狭山市駅東口事務所

発行

狭山市社会福祉協議会

〒350-1305 狭山市入間川2-4-13
（狭山市社会福祉会館内）
TEL.04（2954）0294 FAX.04（2954）4343
E-mail
daihyou@sayama-shakyou.or.jp
ホームページ http://www.sayama-shakyou.or.jp/
Facebook https://www.facebook.com/sayama.shakyo/ 社協 HP

社協だより
「ふれあい」
は、
自治会等の協力を得て各戸に配布されています。
点字版、
デイジー版もボランティアにより作成されています。

社協だより
「ふれあい」
は、
皆様からの地域ふくし支援金（会員会費）
・共同募金配分金の一部を活用して発行しています。

