
生活困窮世帯に対し、安心して
温かい正月が迎えられるよう金
銭的な支援を行っています。

70歳以上のひとり暮らしの人
を対象に、コミュニティセン
ター、公民館などで原則月に
1回食事会を開催しています。孤立防止の観点から、だれでもが自由に集える仲間

づくりの場として開催しているサロンの開催経費の
一部を補助しています。

・社会福祉功労者表彰（表彰式の開催）
・そうか社協だよりの発行等ＰR事業
・高年者及び障がい児・者年末年始交流事業
・福祉体験用具購入
・福祉サービス利用援助事業の利用料補助
・福祉まつりin草加　　　　　　　　　ほか

地域歳末たすけあい

募金の使い道
総　額　11,490,000円

今号のそうか社協だよりは、地域歳末たすけあい募金の配分金で発行しています。

今年もみなさまのあたたかいご協力をよろしくお願いします。
　みなさまからいただいた募金は、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らす
ことができるよう、歳末時期を中心に実施するさまざまな事業に活用しています。
　募金受付場所：埼玉県共同募金会草加市支会（草加市社会福祉協議会事務局）

　10月2日（日）に開催された、苗塚町会主催の
「苗塚町会さんま祭り」では「赤い羽根共同募金」
として19万9,077円もの募金を集めていただきま
した。
　このさんま祭りは、地域の交流を深めること
はもちろん、炊き出し訓練にもなるため、地域
の防災力向上にも一役買っています。
　ご協力ありがとうございました。

町会のイベントでも協力していただいています赤い羽根
共同募金から

社会福祉法人草加市社会福祉協議会
〒340-0013 草加市松江1-1-32 TEL048-932-6770
ホームページURL http://www.soka-shakyo.jp

配布に関する問合せは（土・日曜日、祝日を除く）
松原１～４丁目は 松原団地見守りネットワーク ☎048-933-9500
その他の地域は 草加市シルバー人材センター ☎048-928-9211社協は、社会福祉協議会の略称です

社協だより
そうか 平成28年12月１日発行
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苗塚町会さんま祭りが
赤い羽根共同募金に協力

金 額

19万9,077円

自力では大掃除することが困難な、ひとり暮
らし高年者世帯等を対象に、気持ちよく正月
が迎えられるよう大掃除のお手伝いをしてい
ます。

地 域 歳 末 ひ と り 暮 ら し
高年者世帯等大掃除事業

2,060,000円

※10月１日から始まっている赤い羽根共同募金は、県内の福祉施設の充実やさまざまな福祉活動の財源として広く活用されています。

気持ちよく新年を迎えましょう！

みんなで体操。楽しそう！

赤い羽根共同募金に協力しています。



福祉講演会『高齢期を元気に楽しく過ごすには！』
～心豊かに生きるために～
講師　岩

いわせ
瀬　曻

しょういち
一 氏（健康生きがいづくりアドバイザー）
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表彰状の部

◆地区社会福祉協議会前会長
・田口四十四

◆地区社会福祉協議会前副会長
・関　　美好・冨岡　信枝・豊田　恭市
・髙橋　弘志・平林　國男・駒崎　隆一
・内田　光子・籔花　道男・小松　　準
・横田　智昭・森　　章司・大島　　潤

◆保護司及び地区社会福祉協議会役員
・永堀　洋司

◆民生委員・児童委員
・市川佐規子

◆保護司
・草栁　輝昭・守谷のり子・中村　孝明
・関根　洋平

◆更生保護女性会役員
・武田　惠子・細川美佐子

◆すこやかクラブ役員
・森　　博

◆地域福祉団体役員
・遠藤　清子・佐藤喜美子・野口　玲子
・森田とし子

◆地区社会福祉協議会役員
・中野　直義・横山　好子・古川　利子
・井上貴久子・佐藤　孝雄・成田　園子
・阿部　俊子・小林　優子・髙島　　保
・中村　賢二・渡邉　幸司・長堀　　学
・河村登喜夫・関島　和子・竹村　節子
・江口　朔治・豊田　嘉幸・大熊ゆき子
・並木　福男・馬場　和子・濵野　勝美
・鈴木　三利・吉澤　正博・高橋　清志
・澤田　早苗

◆ボランティア
・藤木　美江・進藤智惠子
・加納　洋子・𠮷本美祢子

◆高年者介護者
・纐纈　廣子

感謝状の部

◆市社会福祉協議会事業活動協力団体
・草加市連合婦人会

◆共同募金運動協力団体
・草加市民生委員・児童委員協議会
・草加市町会連合会
・ボランティア草加連絡協議会
・草加地区更生保護女性会
・草加市商店連合事業協同組合
・草加市ボーイスカウト連絡協議会
・草加市ガールスカウト連絡協議会
・草加市スポーツ少年団
・埼玉県立草加南高等学校

◆多額寄附者(個人・企業・団体)
・三蔵商事株式会社　草加健康センター
・草加・八潮遊技業組合
・新和会連合
・君嶋　　栄・よしの
・株式会社　小山建設
・民友会
・歌謡研究　仲秋会

　草加市の福祉を支えてくださった皆様の功績を称えるため、

10月 18日にアコスホールにおいて表彰式を開催しました。

　本年度は、73名（団体、企業を含む）の皆様を表彰させて

いただきました。（敬称略・順不同）

～受彰おめでとうございます～

表彰状の部表彰状の部

感謝状の部感謝状の部

草加市社会福祉功労者表彰式を開催

 草加市を福祉活動で
　　　 支えている皆様

各種大会等で受彰等された方

●全国民生委員児童委員大会で受彰された方

（永年勤続民生委員・児童委員表彰）
・竹村　節子・武田　惠子・衞藤　純一
・髙𣘺　惠美・安部　紀子・関島　和子
・木村　園子

●埼玉県社会福祉大会で受彰された方

○知事表彰

（民生委員）
・冨岡　信枝・小山　和子・川上　清治
・伊藤　美子・澤田　早苗・川村　絹子
・秋元　芳枝・藤波　芳子・長谷川幸子
・入江　弘子・村松　治子・屋代眞佐枝
・濵　　弘子・城野美智子・高橋みよ子
・渡辺　文江・金子喜代子・山﨑　恵子
・江間喜代美・吉田美由紀・鈴木　三利
・橘　　悦子・長堀　芳枝

（ボランティア）
・斎藤　　進・梶原　常喜・内山田美智子
・鈴木　弘子・赤松　幸子・飯塚るみ子
・斎藤田代子・石原　民子

○埼玉県社会福祉大会会長表彰

（民生委員）
・遠藤セツ子・小山　俊一・岩崎　敏子
・阿部　富江・加藤　武治・米川　嘉則
・天間　春雄・狩野　和子・川﨑　靜子
・廣瀨　泰則・髙橋　和子・濵野　勝美
・石関　貞子・山田　広子・関根　玲子
・根津　久子・加藤　雅子・中村　和子
・本多　惠子・田川　　功・菅谷富美子
・伊藤　　剛・青羽富美子・古卿美紀子

（ボランティア（個人））
・市川　秀子・樺田　俊一・百瀬　マサ
・内沼　智恵・倉島　君子・飯野マサ子
・土井ミツ子・副島　照子・北山　重治
・松本　ミヨ

埼玉県民生委員・児童委員大会で受彰され
た方・団体

（優良民生委員・児童委員協議会表彰）
・草加西部地区民生委員・児童委員協議会

（功労章）
・河村登喜夫・竹村　節子・武田　惠子
・野村　弘子・浅井　壽雄・林　　金子
・衞藤　純一・髙𣘺　惠美・安部　紀子

各種大会等で受彰等された方各種大会等で受彰等された方

　社会福祉功労者表彰式後に、福祉講演会を開
催しました。
　講師の岩瀬氏曰く高齢期を元気に過ごすため
には、次のカキクケコを実践することが大切と
のことでした。
　　カ・・・日常に感動、感謝
　　キ・・・物事に興味を持って
　　ク・・・ 工夫する（目先を変えて考えるこ

とで次の人生が開かれる）
　　ケ・・・心と体の健康を保つこと。
　　コ・・・恋するときめきを忘れない。
　時にはユーモアを交えながら、分かり易くこ
れらの秘訣をお話しいただきました。
　当日は、表彰
式の出席者だけ
でなく、一般参
加者にも参加を
いただき、健康
について楽しく
学んだ有意義な
講演会となりま
した。

 草加市を福祉活動で
　　　 支えている皆様　　　 支えている皆様　　　 支えている皆様　　　 支えている皆様

みなさまの尽力に支えられています。

高齢期こそ元気に楽しく
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　10月30日（日）、148人が草
加市内を走り、「認知症にな
っても安心して暮らせる街　
草加」を、市民にアピールし
ました。
　４チームに分かれた参加者
たちは、コース途中にある介
護施設にも立ち寄り、入所者
や施設職員の応援を受け、10
キロの道のりを走りました。
　ゴール後のセレモニーでは、各チームメンバーの名前が書かれたタスキ
が一つに集められました。そして、今後もＲＵＮ伴の輪が広がるようにと

の願いを込め、タスキを繋ぎあわせ
た大きな輪が作られました。
　参加者の歓声に沸く中、イベント
は無事、幕を下ろしました。
　次回は、平成29年10月29日（日）
に開催予定です。

　草加市社協では、日常生活の中で困っていること、近所
との付き合いや地域との関わりなど、身の回りのさまざま
なことを語り合う場として、地域ふくし懇談会を開催して
います。
　７月に開催した稲荷地区に続き、10月30日（日）に安行
地区でも開催しました。安行地区社会福祉協議会の協力の
もと、花栗、苗塚町、小山、北谷、北谷町、原町にお住ま
いの方、福祉関係者及び社協職員合わせて76人が会場の原
町コミュニティセンターに集まりました。
　参加者からは、改めて地域課題を見つめ直す良い機会に
なったという声も聞かれました。課題解決に向けた取り組
みを、地域のみなさんと一緒に検討していくため、今後も
継続的に開催していきたいと考えています。
　また、市内全地区に広げていく予定ですので、多くの皆
様の参加をお待ちしています。

　９月19日（月）、163人の高年者を招き、新里町会の敬老祝賀会が
地区社協との共催で開催されました。
　会場となったふれあいの里の前では、開場時間の前から、年に一
度の再会を喜ぶ顔がたくさん見受けられました。
　主催者の吉

よしおか

岡町会長からは、「来年も敬老会に来ようという気持ち
で頑張りましょう」とあいさつがありました。
　その後、参加者が次々と演芸を披露し、最後は町会の婦人部全員

による童謡「チューリ
ップ・ちょうちょう」
の大合唱で盛り上がり
ました。
　帰りに、花を１鉢ず
つ贈られた参加者のみ
なさんは、雨を気にし
ながらも、嬉しそうに
家路に着きました。

敬 老 祝 賀 会

　会員募集
　草加市内に61団体あるすこやかクラブでは、趣味や社会貢献活動、健康
づくり活動などを行っています。概ね60歳以上の方が加入できます。
　グラウンドゴルフやゲートボール、健康体操などの活動を通じて、趣味
の合う仲間達と楽しいひと時を過ごしませんか。
　会員加入など、問合せは本会まで。
　ゲートボール大会
　９月12日（月）青柳根郷コートで「草加市長杯争奪後期ゲートボール大会」
が開催されました。
　前日からの雨も上がり、絶好のコンディションのなか「とにかくスポー
ツをやることが健康につながります。今日の大会を大事にして皆さん頑張
ってください」と草加市長からあいさつをいただいた後、２コートに分か
れてゲームが始まりました。
　「ナイスッ！」「おしい～、残念」などの声が
飛び交うコートで、熱戦に汗を流していました。

余暇活動や健康づくりに草加市すこやか
クラブへ加入しませんか？

市内を走り認知症への理解を広める

          「Ｒ
ラ ン

ＵＮ伴
とも

＋
プラス

草加」を開催
認知症支援のタスキをつなごう

新里町会主催

　住み慣れた地域でいつまでも暮らせる
よう「生活支援コーディネーター」を社
協に配置しています。
　このコーディネーターは、ちょっとし
た「困りごと」と、ちょっとした「でき
ること」を繋げる仕組みを創り出してい
ます。
　地域ふくし懇談会で出た課題も、解決
方法をみなさんと一緒に考えます。

　支え合いの地域づくりのため、ボラン
ティア活動や、サロン活動など、地域で
やってみたいことがありましたら、気軽
に本会までご相談ください。

支え合いの地域づくりを
一緒にしませんか？

　新田地区社協では、初め
て子どもを対象とした催し
を開催しました。
　８月28日（日）、勤労福
祉会館には乳幼児から小学
生までの子どもと、その両
親や祖父母など多勢集まり、
魚つりや玉入れ、射的や工
作などを夢中になって楽し
みました。
　近ごろは、遊びといえば
テレビゲームやスマホゲー
ムが主流ですが、このよう
な昔ながらの遊びも、貴重
な体験となることでしょう。

地域のページ 草加市内の福祉活動を紹介します
地域の課題はみんなの課題　見えるようにしよう

「安行地区地域ふくし懇談会」を
開催しました！

出てきた課題
・自転車やゴミ出しなどのマナーの問題
・町会活動について
・ひとり暮らしの生活の不安
・子どもの遊ぶ場所が少ないこと
・交通や住環境の問題などについて

来年もお楽しみに！

安行地区の課題はなんだろう？

ナイスプレーでした！

成績　優　勝　稲荷Ｂグループ
　　　準優勝　小山台Ｃチーム
　　　三　位　青柳Ａチーム

何かお手伝いできること
ないかしら。ないかしら。困ったな。。。

お互いの思いを

つなげます。

このタスキに思いを込めて

みんなの思いを受け取りました。

新田地区社協
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ほかにも
こんな発表が！

このページの記事に関する問い合わせは、ボランティアセンターまで　　　　電話　048-932-6772

障がいについて理解を
深めました。

No.53

福祉まつりin草加
第23回

　11月13日(日)【福祉まつりin草加】を開催しました。
　当日は、晴天にも恵まれ、車いすやアイマスク、手話などの体験コーナー
をはじめ、模擬店、おもちゃ、昔遊び、展示コーナーなど多くの来場者で賑
わっていました。皆様には市内で活躍するボランティア団体等の活動を見て、
触れて、知っていただける良い機会になったと思います。
　特に今年は、草加市商店連合事業協同組合とのコラボで「街グルin草加」
との同時開催により、大いに盛り上がりました。ご来場いただきありがとう
ございました。

みんなでつくろう
バリアフリーのこころ

「産んでくれてありがとう」
ボクシングが繋いだ親子の絆
　　　講師　三

みたに

谷　大
やまと

和 氏
　　　 （三谷大和スポーツジム会長）

　今回の講演会には、講師として三谷大
和氏が登壇しました。

　具志堅用高に憧れて、ボクシングを始めた三谷氏。
　幼いころに、父親のＤＶや両親の離婚などつらい経験をし
ましたが、小学生のときにボクシングを始め、母親に会いた
い一心で過酷な減量やつらい練習に耐えてきたそうです。そ
して高校のインターハイの時、夢にまで見た母親との久しぶ
りの再会を果たし、「産んでくれてありがとう」と感謝の言
葉を伝えることができたとのこと。
　その後、早稲田大学で教員免許を取得しつつ、同時にプロ
ボクサーとしてスーパーフェザー級王座を獲得。恩師の影響
で、一時は教育者を目指しますが、自分の学校を開くべく、
ボクシングジムを立ち上げます。不良、ヤンキー、引きこも
り、ニートなどいろんな子どもたちを一人前のプロボクサー
に育てるために、学校に通わせたり、勉強を教えたり・・・。
　常にその子に愛情を注ぎ、親身に接する三谷氏の優しさと、
ボクシングを通じて、絶対子供たちを更生させようとする強
い信念に聴講者は心を打たれていたようです。
　講演の終わりに、世界チャンピオンを育てたいと熱い夢を
語った三谷氏の瞳は、キラキラと輝いていました。

不要になった入れ歯はありませんか？
　不要入れ歯の回収を行っています。
　回収した入れ歯は再資源化し、そこで生ま
れた益金を、日本ユニセフ協会を通して世界
の恵まれない子供たちの支援や本会が実施す
る福祉事業に活用しています。
※金属のついていない入れ歯は、回収できません。

＜寄付方法＞入れ歯の場合
①一度煮沸消毒をする。
②新聞紙もしくは封筒に入れる。
③ 回収ボックスに備え付けの「入れ歯寄付お名前票」に
記入し、貼付のうえ、投函する。

＜回収ボックスの設置場所＞
　①本会事務局ロビー
　②草加市役所福祉課窓口

※今年度は本会の福祉事業費と
して4,493円を受け入れました。

ボランティアセンターでは、次の講座・研修の受講生を募集しています。
①初心者向けボランティア講座
テーマ「共助の担い手として期待されるボランティアについて」

②ボランティア活動経験者向けスキルアップ研修
テーマ「活動資金と助成金申請の基礎知識」

【日　時】
　①平成29年２月20日（月）午後２時～４時
　②平成29年３月14日（火）午後１時30分～４時30分

【会　場】　
　草加市文化会館　レセプションルーム（①、②共通）

【講　師】
　①文教大学　准教授　二

にのみや

宮　雅
まさや

也 氏
　②東京ボランティア・市民活動センターアドバイザー
　　社会福祉法人サンフレンズ理事長　安

あんどう

藤　雄
ゆうた

太 氏

【定　員】
　①40人　②80人
　※①、②ともに定員になり次第締め切ります。

【申込開始日】
　12月１日（木）から
　申込みはボランティアセンターまでご連絡ください。

受講生募集

見よ、練習の成
果を！何

に
変
わ
る
か

　
よ
く
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ダ
ン
ス
は

楽
し
い
。

福祉まつりは草加の誇りです。
華扇流創作舞踊　代表　小

こぐれ

暮　晴
はるよ

代

　私は、第１回目の開催からずっと実行委員として福祉まつ
りに関わっています。
　当時は、谷塚文化センターがメイン会場で、今のように大
勢の人が集まるイベントではなかったと記憶しています。
　手探りの中、少人数で必死に準備をしていたあの頃が、ま
るで昨日のことのように思い出されます。
　回数を重ねるうちに、福祉団体やボランティアの参加は倍
以上になり、来場者数も昔とは比べものにならないほど増え
ました。
　私は、ホールの舞台を担当しています。障がいのある人も
ない人も企画・構成からみんな一緒に参加して、手づくりで
作り上げるこの福祉まつりを誇りに感じ、これからも大事に
していきたいと思っています。また、草加の福祉にとって尊
いものだと感じています。
　草加のまちの中心で開催する、これだけ賑やかに迫力のあ
るイベントは、福祉まつりをおいて、ほかにありません。１
人でも多くの方にこのお祭りに参加いただき、福祉に興味を
持っていただければ何よりの喜びです。
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　「おしゃべりしたいけど、一人暮らしだし、隣近所ともお付き
合いがなくて、それが叶わない」「家族はいるけど、日中は働き
に出ていて一人で家にいる。外に出るのもおっくうで家族以外と
は会話をしていない」といった高年者のお宅に傾聴の技術を学ん
だ“おしゃべりボランティア支援員”を自宅に派遣します。興味、
関心のある方は、下記へご連絡ください。

～話し相手を派遣します～

　おしゃべりボランティア

「災害ボランティア講演会」
　東日本大震災が発生してから５年半以上が経過しましたが、今
もなお被災地では復興活動が進められています。
　10月23日（日）、東日本大震災の津波によって大きな被害を受け
た宮城県名取市で海岸林の再生活動に取り組んでいる公益社団法
人「オイスカ」から吉

よし

田
だ

俊
としみち

道氏を講師として招き、災害ボランティ
ア講演会を開催しました。
　この海岸林再生活動に草加市からボランティアで参加している
「チーム草加」のメンバーによる活動報告のあと、講師の吉田氏
から海岸林再生のプロジェクトを立ち上げるに至った経緯や、そ
こに関わる名取市民・植林の専門家・ボランティアの役割などに
ついて説明していただきました。
　「あくまでも主役は地元である」と、熱く語る吉田氏。55人の
参加者は、真剣な面持ちで一様にうなずいていました。

 災害ボランティア募集 
　市内外を問わず被災地を支援する災害ボランティアを募集
しています。お気軽にお問合せください。

災害について考える♥報告●●●●●●●●●●
　10月30日（日）谷塚文化センターホールにて開催しました。そ
うか光生園の柳

やなぎだ

田美
み さ

佐氏（言語聴覚士）による基調講演「聴こえ
ないってどういうこと？」では、耳の構造や聴こえの仕組み、聴
覚障がいの特性をについて説明がありました。
　聴覚障がいは外見からでは分かりにくい障がいです。重度の聴
覚障がいの場合は補聴器を使っても言葉を聞き分けることが難し
い人もいます。一人ひとりに合ったコミュニケーション方法で、
伝えようという気持ちで接することが大切だとおっしゃっていま
した。
　後半のパネルディスカッションでは、聴覚障がい者本人、就労
支援員、草加市障がい福祉課の職員からそれぞれお話しいただき
ました。聴覚障がい者の方もそれに関わる人も、手話や筆談など
伝え方の工夫をしながら接しているということでした。
　耳が聴こえにくい、聴こえないことで不便さを感じている人は
意外と近くにいます。聴覚障がいのことが理解され、互いに支え
合える社会が求められています。

「聴こえのフォーラム」

【利用対象】 市内に在住の60歳以上の一人暮らし高年者（日
中独居含む）又は高年者のみの世帯の方で、認
知症日常生活自立度Ⅰ以下の方。

【利用内容】 月２回２時間まで。原則２人１組で利用者のお
宅に訪問します。

【利 用 料】無料
【申 込 み】  ・草加市社会福祉協議会　電話 048－932－6770
　　　　　  ・草加市長寿支援課　電話 048－922－1281

●●●●●●●利用者募集中！

日中は家族が

いない、誰か

と話がしたい。

誰かと話し

て気分転換

したい。

～気軽に、無理なく、楽しく、自由に～

　誰でもが、気軽に自由に参加できる仲間づくりの場がふれあい・
いきいきサロンです。
　市内で活動しているサロンを紹介します。

問合せ　地域福祉課　電話048－932－6770

ふれあい・いきいきサロン

　栄養バランスを考え
て、メニュー作りから調
理まで、有志の方々の協
力により行っています。
食事は１食300円で提供
していますが、参加して
くれるみなさんが夜の食
堂を楽しみにしてくれて
いるので、私もとてもやりがいを感じ活動しています。
　今は月１回のペースの活動で、今はまだ子どもたちにとって
「いつでも来られる場所」とは呼べないかもしれませんが、回を
重ねていくうちに、少しでも多くの子どもたちに参加してほし

いと思い、地道に活動し
ています。子どもたちだ
けでなく、ゆくゆくはい
ろんな世代の方々にも参
加いただき、この夜の食
堂が、草加以外の地域に
も広がってくれると良い
なと思います。みんなで食べるとおいしいね

も
う
す
ぐ
で
き
あ
が
り

講座を熱心に聴く受講者

柳田氏が聴覚障がい者と話す時の
ポイントを説明

おしゃべりボランティア支援員
がお応えします。

パネリストが
体験談を語る

中高生の夜の食堂
●代表　加

か が

賀　嘉
よしこ

子　●活動日時　毎週第３火曜日　午後６時～９時
●場所　ＮＰＯ法人子ども広場　草加おやこ劇場事務所



平成28年（2016年）12月１日 6そうか社協だより

そうか成年後見サポートセンター

　平成27年度に養成した市民後見人に
よる、「市民後見勉強会」が開催されて
います。
　“第二の人生を社会貢献に”と、培っ
た特技や知識を活かし、相互学習をし
ています。
　市民後見人は、後見業務だけではな
く、地域住民として、地域に知識とや
さしさの種まきをしています。

　このたびの講座では、成年後見制度について、
“基礎から”“実例をまじえ”“わかりやすく”
学びました。
　自ら後見業務に取り組む、弁護士の久

く ぼ

保村
むら

康
やす

史
し

先生の熱弁とユーモアが、「何度学んでもわ
からない･･･」の声を「何度でも学びたい！」
に変えました！

自ら学び社会貢献
頑張っています！市民後見人

『成年後見習いはじめ』
　　　～好評のうちに閉講～

センターでは、次年度も講習会を開催する予定です。ご要望が
あれば、地域に出向いて、職員からお話しすることも可能です！

勉強会は、毎月第２土曜日
10月は不動産について学びました！

２月23日は
税理士記念日！

　平成29年２月の市民税務・経営
相談は、関東信越税理士会川口支
部の協力により、時間を拡大して
相談をお受けします。
　申込みをお待ちしています！

相談場所：草加市社会福祉協議会
開 所 日：平成29年２月23日（木）
開所時間：午前9時30分～正午
　　　　　午後１時30分～午後４時30分
相談時間：概ね30分
申込方法：事前に電話予約（前日の正午まで）　
連 絡 先：関東信越税理士会川口支部
　　　　　電話:048-263-0781　FAX:048-261-2626
Ｅメール：kawazei0781@gmail.com
※ ２月以外の開所日時は、毎月第２木曜の午後１時
30分から午後４時30分までとなります。

市民税務・経営相談

開所時間
拡 大 ！

熱弁する久保村先生

草加市民生委員・
　　　　　　児童委員協議会から

　今回は松原地区の天下民生委員・児
童委員から委員になったきっかけや活
動中、大切にしていることなどを伺い
ました。

①民生委員になったきっかけは？
　小学校のＰＴＡ活動をしている時、

地区社協の会長からの紹介を受け、平成 9年 4月から活動を開始
しました。「まだ子供が小学生なので私には荷が重いのでは」と、
不安と心配でいっぱいでした。

松原地区　天
あました

下　惠
え り こ

理子

②最も印象に残っている活動は何ですか？
　ひとり暮らしの方の見守りや安否確認、小中学校への協力、ふ
れあい会食や敬老会など、地域の行事を紹介したり、手伝ったり
しています。ある一人暮らしの方の見守り活動は、とても印象に
残っています。一人でいることへの不安が大きい方なので、連絡
をいただいた時にはできる限りお会いして、お話を聴きました。
　その方が自宅で倒れてしまった時には、地域包括支援センター
と連携し、今後の生活について一緒に考え、自宅での生活を最後
まで支援しました。

③活動の中で大切にしていることは？
　笑顔であいさつをすることです。人と人とのつながりの第一歩
と思うからです。地域の皆さん一人ひとりとの出会いと会話の中
で、私自身がたくさん助けられてきたように感じます。これから
も皆さんとのつながりを大切に、活動していきたいと思いますの
で、よろしくお願いします。

連絡・問合せ　そうか成年後見サポートセンター　０４８－９３２－６７８８

家計支援

学習支援就労支援

多様な支援
（地域支援など）

生活困窮者自立相談支援窓口から
　経済的に困窮している方や社会的に孤立している方などを対象に、就労や家計、
子供の学習支援などに関する相談に応じています。

　生活上の困りごとをご相談ください！

　「家賃等を滞納している」「仕事が見つからない」「学費が払えない」「誰とも交流
が無い」という相談が多く寄せられています。
　ひとつひとつの課題に対し、相談者を主体とした伴走型の支援を行います。

　ご近所に困っている人がいませんか？

　自らＳＯＳを発信することができない方もいます。
　「ご近所に困っている人がいる・・・」という情報でも結構ですので、気になるこ
とがありましたら、ご連絡ください。

連絡・問合せ　生活困窮者自立相談支援窓口（市役所内）０４８－９２２－０１８５
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　今回は、11月７、８日に行った介護食調理実習「高年者向け
おいしい健康レシピ」から、栄養のバランスが取れたレシピを
２品紹介します。
　どの料理も自宅にある食材で作れるものですから、ぜひお試
しください。

食事で作る健康な体
　　　高年者向けおいしい健康レシピ
　　　　　あなたのからだは、低栄養状態？

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

気
を
つ
け
て
　
高
年
者
を
ね
ら
う
消
費
者
被
害

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●

「
あ
れ
？
お
か
し
い
な
」

と
思
っ
た
ら
、
早
め
に
相
談

コチラ

至 草加

　～消費者被害にあわない
　　　　　　　５つのポイント～
・「自分は大丈夫」と油断せず、危機感を持つ。
・やさしい言葉や、うまい話にはのらない。
・ 急いで契約や購入をするよう迫られても、すぐ
に返事をしない。

・必要ないものは、「いらない」とはっきり断る。
・ 困ったとき、迷ったときは身近な人や相談窓口
に早めに相談をする。

友人や
民生委員

介護サービス事業者
ケアマネジャー民生委員
介護サービス事業者
ケアマネジャー

一人暮らしなのに、大量のサケが冷凍庫に入っている。本人は、
頼んだ覚えはないと言っているし、ちょっと心配…
消費生活センターや地域包括支援センターに相談してみよう。

消費生活センター

頼んでいない品物なら、お金
を支払ったり、受け取る必要
はありません。もうサケを送
らないように、業者に連絡を
入れましょう。
早く相談していただいたの
で、すぐに解決できてよかっ
たですね。

頼んだ覚えがないのに、冷凍のサケが
送られてきた。
支払うお金もないし、困ったなあ
本当に、頼んだのかなあ？

見
守
り

見守り見守り

年末年始は消費者被害の
トラブルが多くなる時期です。
気をつけましょう!!

介護講習ON社協だより 第15回

脂質とタンパク質をしっかり摂ろう

車
く る ま ぶ

麩のフライ

ビタミン・ミネラルをバランスよく摂ろう

すりりんごのゼリー　　　

※ 付けあわせに千
切りキャベツや
レタス、プチト
マトなどを用意
すると、栄養バ
ランスがとれ、
見た目も鮮やか
で食欲をそそり
ます。

作り方

　①　Ａで作っただし汁で、車麩を柔らかくなるまでしっかり戻す。

　②　戻した車麩を４等分に切る。

　③　②を軽くしぼり、薄力粉、卵、パン粉の順につける。

　④　１７０℃の油で、きつね色になるまであげる。

作り方
　①　Ａを小鍋に入れる。
　②　 りんごをすりおろしたら、①に合わせ、強火にかけて蓋をする。
　③　Ｂとはちみつを混ぜる。
　④　③を②に加えてしっかり混ぜる。
　　　氷水を当てて冷やし、とろみがついたら器に流す。
　⑤　 冷蔵庫で冷やし固めて、ホイップクリームなどお好みのトッ

ピングをする。

材料（１人分）
　車麩　　１枚
　薄力粉　適量
　卵　　　１個
　パン粉　適量
　水　　　125CC
　麺つゆ　12.5CC｝Ａ

材料（直径6ｃｍのココット1個分）
りんご　　1/8個

（皮と芯を取っておく）
はちみつ　小さじ1.5杯
水　　　　50CC
レモン汁　小さじ0.5杯
ゼラチン　少々
熱湯　　　小さじ1.5杯

｝
｝
Ａ

Ｂ 　それぞれの料理の食材や分量などは目安です。好みに合わせて味
付けや食材を変え、あなただけの料理を作ってみてください。
　高年者は、食事量の減少や消化吸収機能の低下により、一日に必
要なエネルギーや栄養素が不足しがちです。
　普段の食事は、おかずが少なかったり一品で済ませたりして、低
栄養状態になっていませんか。体の調子を整えるビタミン類やミネ
ラル類、タンパク質など、いろいろな栄養素をバランスよく摂りま
しょう。
【問合せ】　介護課介護サービス担当　電話　０４８－９３２－６７７７

草加市消費生活センター　案内図

所 在 地　草加市旭町六丁目13番20号（勤労福祉会館内）
電　　話　048－941－6111
相談時間　９時30分～ 16時（土日・祝日・年末年始を除く）

連
携
・
相
談

連
携
・
相
談

連携・相談

それは、消費者被害にあっ
ているかもしれませんね。
ご家族に連絡して、消費生
活センターにも相談してみ
ましょう。

地域包括支援センター

連携・相談

ましょう。

約240kcal/１人分

約50kcal/１人分

かいごかいごかいごかいごかいごかいごのののかわら版かわら版かわら版かわら版かわら版かわら版



平成28年（2016年）12月１日 8そうか社協だより

次号の「そうか社協だより」（第150号）は平成29年３月発行予定です。

　皆様からのあたたかいご寄付をありがとうご
ざいます。今後とも、本会の事業運営にご理解、
ご協力をよろしくお願いします。

社協に寄せられた皆様の善意

氏名・名称 寄付金額
草加落語会 18,200 
子供夕涼み会　吉町一丁目町会 21,000 
椛島　幸夫 10,000 
株式会社　小山建設 20,000 
第 8 回埼玉県空手道交流大会 50,000 
谷塚民謡民舞会 29,389 
君嶋　栄・よしの 300,000 
間中　艶子 20,000 
旭町団地自治会 10,010 
小嶌歌謡教室　第 27回チャリティー　唄と踊りのつどい 83,829
谷塚中部婦人会 10,000
公益財団法人　草加市体育協会 4,735
明治神宮崇敬会　草加支部 3,400
社会福祉法人　白寿会　プレミア草加南 9,800 
匿名 5 件 88,400 

合　　　　　計 678,763

氏　　名 寄付物品

匿名 テレホンカード
134,780 円分

（敬称略　単位：円）

平成28年９月６日～11月21日

社協の各種相談案内
（祝日・休日を除く。相談は無料です。）

●ふれあい福祉相談

一般相談（電話・来所）

毎週　金曜日 午前10時～午後３時
電話　048－932－6789

法律相談（３日前までに予約のうえ来所）

毎月　第３金曜日 午後１時30分～３時30分
電話　048－932－6789

●ボランティア相談（電話・来所）

毎週　月曜日～金曜日 午前８時30分～午後５時15分
電話　048－932－6772

●手話通訳に関する相談（FAX・電話・来所）

毎週　月曜日～金曜日 午前８時30分～午後５時15分
FAX　048－932－6781　  電話　048－932－6770

●介護保険に関する相談（電話・来所）

毎週　月曜日～金曜日 午前８時30分～午後５時15分
電話　048－932－6773

●在宅介護に関する相談（電話・来所）

毎週　月曜日～土曜日 午前８時30分～午後５時15分
電話　048－932－6775（松原・草加東部地域包括支援センター）

●あんしんサポートねっと相談（電話・来所）

毎週　月曜日～金曜日 午前８時30分～午後５時15分
電話　048－932－6788

●成年後見制度に関する相談（電話・来所）

毎週　月曜日～金曜日 午前８時30分～午後５時15分
電話　048－932－6788

●生活困窮等に関する自立相談支援窓口（電話・来所）（市役所内）

毎週　月曜日～金曜日　午前９時～午後４時
電話　048－922－0185

●税務・経営に関する相談（前日正午までに予約のうえ来所）

毎月　第２木曜日（祝日の場合は、第３木曜日）午後１時30分～４時30分
連絡先　関東信越税理士会川口支部
電話　048－263－0781　  FAX　048－261－2626
E-mail：kawazei0781@gmail.com

相談場所

草加市社会福祉協議会（草加市松江一丁目１番32号）

社会福祉協議会 案内図

手 話

訳通 だより

SIGN LANGUAGE
INTERPRETER 『年末年始における

　　　手話通訳依頼について』
　12月29日（木）から１月３日（火）までの年末年始期間中、緊急に手話通訳が必要にな
った時は次の方法でお申込みください。

緊急で手話通訳を依頼したい時

FAX番号 ０４８－９９７－４１１９（消防局）
<どんなとき>
　例）「緊急で病院へ行きたい！でも、救急車は不要」⇒手話通訳者のみの依頼
　★他の生活全般に関わる内容でも緊急の場合には対応します。
<依頼方法>
　・ 住所、氏名、FAX番号、内容、時間、行き先、待ち合わせ時間、待ち合わせ場
所を書いてFAXしてください。

　⇒手話通訳者が依頼場所（病院・自宅等）へ向かいます。
　★ 事前に手話通訳が必要と分かっている場合は12月28日（水）午後５時15分までに
社会福祉協議会 FAX：０４８－９３２－６７８１またはメール：shuwa@soka-
shakyo.jpへお申し込みください。

救急車・消防車を呼びたい時（119番通報）
FAX番号 １１９（消防局）
<依頼方法>
　・住所、氏名、ＦＡＸ番号、状況などを書いてFAXしてください。
　※手話通訳が必要な場合は「手話通訳者必要」と書いてください。

★不明な点がありましたら、手話通訳者派遣事業担当までお問い合わせください。
　FAX０４８－９３２－６７８１　電話 ０４８－９３２－６７７０

賃　金

問合せ

介護福祉士、訪問介護員２級以上、介護職員初任者研修課程修了者
又は同行援護従事者養成研修修了者
65歳まで
時給　身体介護　１，４００円　　生活援助　１，１００円
（処遇改善費１００円を含む。夜間・早朝・休日割増あり）
介護課介護サービス担当　電話 ０４８－９３２－６７７7

年　齢

資　格
登録訪問介護員

本会に申込書を含む募集要項があります。
詳細につきましては、本会までお問い合わ
せください。

【問合せ】
 総務課　電話　０４８－９３２－６７７０

 ①事務職（正規職員） 
　資　格　 高等学校以上卒業した方

（新卒不可）
　　　　　経理業務経験のある方
　年　齢　35歳まで
　
 ②保健師または正看護師（嘱託） 
　資　格　 高等学校以上卒業した方

（新卒不可）
　　　　　 保健師または看護師免許を

有する方
　年　齢　60歳まで

 ③相談支援員（嘱託） 
　資　格　 高等学校以上卒業した方

（新卒不可）
　　　　　 社会福祉士または社会福祉

主事任用資格を有する方
　年　齢　60歳まで

 ④介護支援専門員（嘱託） 
　資　格　 高等学校以上卒業した方

（新卒不可）
　　　　　 介護支援専門員として登録

している方
　年　齢　60歳まで
　
 ⑤訪問介護員（嘱託） 
　資　格　 高等学校以上卒業した方

（新卒不可）
　　　　　 介護福祉士、訪問介護２級

以上または介護職員初任者
研修課程を修了した方

　年　齢　60歳まで

いずれの職種も社会保険、雇用保険、
労災保険、福利厚生完備しています。

募集期間（①～⑤共通）
　平成28年12月12日（月）から
　 平成29年１月31日（火）まで

一緒に働きましょう!
一生懸命なあなたを待っています
一緒に働きましょう!職員募集一緒に働きましょう!一緒に働きましょう!


