
　

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29年３月15日発行

No.150

　東日本大震災から丸６年が経過しました。しかし、今もなお被災地の復興は途半ばです。自然の力がいかに大きいかを実感
せずにはいられない悲惨な出来事でした。一方で、被災地の復旧・復興のために全国から数多くのボランティアが支援に入り、
大きな力を発揮したことは、人々の絆をあらわす希望の光となりました。
　そして、いま、被災地ではコミュニティの再生に向けた地域づくりが行われています。
　こうした、ボランティアの重要性やコミュニティの大切さは被災地に限ったことではありません。
　団塊の世代の方が全て ７５ 歳以上を迎える ２０２５ 年には、７５ 歳以上の方の人口が大きく膨らむと予想され、中でも一人暮らし
高年者や高年者夫婦世帯の増加が見込まれています。
　真の高齢社会が間近に迫っている中で、介護や医療の分野においては、人材や施設の不足が懸念されており、特に介護の分
野では、ボランティアやコミュニティ（地域）による支え合いの仕組みにその活路を求めています。
　今後求められる高年者を支える仕組みにおいて、ボランティアやコミュニティ（地域）の力に大きな期待が寄せられています。
　本会では、そうした時代の要請に応えられる地域づくりを進めるため、その第一歩として、地域の中にどのようなニーズや
課題があるか調査すべく、地域ふくし懇談会を開催しました。
　まずは地域住民みんなで課題を共有し、それを解決していく仕組みを地域の中で作っていくこと。つまり「向こう三軒両隣」
こそが求められる「支え合いのまち」のかたちであり、そして、その「まちづくり」を進めていくことが本会の使命と言えます。

支え合いのまちづくり宣言
「向こう三軒両隣」が活路を開く

地域の課題は何だろう（地域ふくし懇談会）

総合事業多様なサービス担い手研修（６ページ参照）

災害ボラセン設置・運営訓練
　年１回、草加市と協力して災害ボラセン設置・運営訓練を行っています。
　もしもの被災に備え、少しでも迅速な行動がとれるようにさまざまな
シチュエーションを想定し、ボランティアの方たちと訓練を重ねています。



平成29年（2017年）3月 15日2 そうか社協だより

◇６０, ０００円
㈱小山建設
◇３０, ０００円
藤城　武志
◇１５，０００円
㈱ビジネスランド
虎渓医院　　　鈴木　一行
◇１０，０００円
ファミリーマート森酒店
田中法律事務所
日科ミクロン㈱福祉のニッカ
髙橋　靖子　　川上　　登
岡野　知恵子　小澤　　博
石井　久子　　関根　洋平
◇９，０００円
税理士法人フカサク
㈱いけだ屋　　秋元　芳枝
◇６，０００円
㈲オカベ工芸
肥田医院　　　浅古商事㈲
田中　和子　　石毛　一海
小貫　キミ子　渡邉　幸司　
野村　敏夫　　衞藤　純一　
長堀　　学　　丹下　和子　
髙橋　芳夫　　内山　泰宏　
石田　幸治　　坂本　　豊　
箕輪　昌代
◇５，０００円
㈲オフィスカワノ
㈱エクセル・タム
佐々木　勲　　白石　隆夫
伊藤　　勉　　小山田　扶貴
城野　由美　　高津　国生
白水　政子
◇３，０００円
㈱愛和
埼玉りそな銀行草加支店
足立成和信用金庫草加支店
青木信用金庫谷塚支店
埼玉縣信用金庫草加支店
埼玉縣信用金庫北草加支店

埼玉縣信用金庫西草加支店
東京東信用金庫草加支店
東日本銀行草加支店
㈱晒清工場
㈱東武よみうり新聞社

（公社）草加市シルバー人材センター
㈱グリーン企画社
石田商店
平岡織染㈱
藤白家
㈱筑波
青柳商店会
草加駅前一番通り商店会
㈲山屋酒店
税理士法人Ｌ＆Ｃアシスト
㈱唐沢製作所
東京製鎖㈱
㈲鈴木自動車工業所
中央プリント㈱
和楽ヘルパーセンター草加高砂
㈱小櫃建設

（医社）和啓会ゆりの木草加
（居宅介護支援事業所）
（医社）和啓会ゆりの木草加
（訪問看護ステーション）
（医社）和啓会メディックス
草加クリニック
日東皮革㈱
武蔵野ファーム㈱
㈱萌え木　ケアセンターひだまり
㈱ヒガノ
介護老人保健施設　翔寿苑
医療法人眞幸会
機能訓練専門 デイサービス
きたえるーむ　草加松原
草加すずのきクリニック
草加アラ神マジッククラブ
エスシーエス㈱
ケアサービスたんぽぽ
㈱ベネッセスタイルケア　メディ
カル・リハビリホーム　ボンセ
ジュール草加
内藤クリニック

医療法人親和会　鳳永病院
高木クリニック
デイサービス　ラスベガス草加
カーサプラチナ草加
特別養護老人ホーム　フェリ
ス八幡
特別養護老人ホーム　アート
フェリス
医療法人移山会　二宮病院
草加柳島郵便局
㈱東京朝日ビルド
美濃紙業㈱
㈱トゥインクル・ライフ
埼友草加病院
㈱あいブランチ
まるクリニック
まるクリニック訪問看護ステー
ション
秋山　惠美子　浅井　喜久男
荒木　　仁　　石井　　武
石川　憲章　　内田　光子
内田　佳伯　　江口　朔治
小澤　利男　　川井　大輔
小林　厚夫　　齋藤　幸子
佐々木　一男　永堀　洋司　
吉岡　弘司　　鈴木　義雄　
高木　玲宏　　中山　　康　
川田　民夫　　吉田　貞彦　
山口　米子　　嶋根　義正　
篠宮　静江　　中野　文子　
原口　久雄　　庭野　宇吉　
庭野　満子　　長谷川伊与子
嶋根　孝子　　南澤　セツ子
増根　艶子　　並木　福男　
並木　きみ子　竹内　一光　
伊藤　勝子　　柳原　みき子
吉田　勝美　　加藤　和之　
堀越　秀明　　鈴木　勝四郎
秋元　秀雄　　森　　重雄　
中山　一子　　大村　ふじ子
森　　　博　　鈴木　榮次
松崎　道子　　梅村　正太郎
青柳　勝彦　　大澤　弥壽子

武内　善夫　　鈴木　和子　
金子　富一　　芹澤　一人　
村上　範子　　川添　千代子
加藤　榮子　　籔花　道男　
難波　　博　　秋和　秀明　
加納　哲也　　天野　ケサ子
秋野　実喜彦　橘内　省子　
田口　四十四　粕屋　義郎　
内田　光美　　関茂　道子　
谷本　　修　　岡部　武好　
八木下　惠子　（故）荻原 常良
林　　伸行　　高橋　知之　
平島　弥生　　蓮見　　昇　
池田　　晃　　池田　義明　
曽合　吉雄　　橋本　吉朋　
根本　政広　　小中　一郎　
黒須　正明　　小谷　　明

草加市町会連合会
草加市連合婦人会
草加商工会議所
草加中央ロータリークラブ
草加ライオンズクラブ

（一社）草加八潮医師会
草加地区保護司会
草加地区更生保護女性会

（公社）草加青年会議所
草加市民生委員・児童委員協議会
ボランティア草加連絡協議会
草加市すこやかクラブ連合会
特別養護老人ホーム柿木園
特別養護老人ホーム草加園
埼玉県社会福祉事業団そうか
光生園

（福）草加福祉会
（福）草加松原会
（福）草加こだま会
特別養護老人ホーム草加キン
グス・ガーデン

（福）光陽会
（福）光陽会光輪の家
（福）光陽会青空の家
（福）光陽会あしかび
（福）光陽会青柳太陽の家
（福）光陽会榮光の家
（福）光陽会れんげ草
（福）光陽会西れんげ草
（福）光陽会希望の家
草加光陽育成会
草加市認知症をケアする家族の会
草加市ボーイスカウト連絡協議会
草加市薬剤師会
草加市民踊同好会
草加市聴覚障害者協会
草加市腎臓病患者友の会

（特非）豊和会　草加市心身障害
者デイケア施設　蒲公英の丘
そうか日曜学校

（特非）草加市身体障害者福祉協会
（特非）障害者自立センター・めだか
草加市子ども会育成者連絡協議会
あゆみ野農業協同組合
医療法人大西会　リハビリ
テーションゆうゆう
医療法人大西会　しんえいク
リニック

（特非）松原団地見守りネット
ワーク
草加市レクリエーション協会

（福）弘林会
レストヴィラ草加松原
グループホーム みんなの家・
草加青柳

（特非）ともにステップ

町会・自治会別の社協会費納入実績

　平成28年度は、18,122,323円の社協会費の納入にご協力いただきました。皆様から寄せ
られた社協会費は、市内における福祉活動を推進することで還元させていただきます。
市民の皆様、企業や各種団体の皆様、そして町会・自治会の皆様にはご協力いただきましてあ
りがとうございました。（平成29年２月28日現在）

平成28年度
草加市社会福祉協議会
会員募集　実績報告

特別会員

草加市社協職員一同
賛助会員　30 人

団体会員

草加市民生委員・
児童委員　279人

町会・自治会名 納入額（円） 町会・自治会名 納入額（円） 町会・自治会名 納入額（円） 町会・自治会名 納入額（円）

瀬崎第一町会 180,000 六丁目町内会 30,000 草加五丁目町会 65,500 金明町町会 300,000 

瀬崎第二町会 258,400 吉町一丁目町会 80,000 松江第二町会 64,500 旭町町会 328,800 

瀬崎第三町会 350,000 吉町新和会 37,200 草加市稲荷第一町会 177,500 メイツ草加自治会 10,000 

谷塚コリｰナ住宅棟自治会 80,000 吉町二丁目町会 30,000 草加市稲荷南町会 150,000 新栄町団地自治会 380,000 

谷塚本町町会 139,600 吉町三丁目町会 60,000 稲荷中央町会 100,000 上南自治会 84,000 

谷塚南町会 269,500 吉町四丁目町会 96,500 草加市稲荷６丁目町会 165,000 青柳上町会 300,000 

谷塚町北町会 88,000 吉町昭和会 30,000 稲荷１丁目町会 30,000 青柳根郷町会 50,000 

谷塚西口町会 95,000 吉町中央会 20,000 草加市稲荷親和町会 195,500 青柳志茂町会 308,800 

谷塚中央町会 15,000 吉町西親和会 39,500 ロｰズタウン草加自治会 59,700 青柳山谷町会 365,000 

谷塚やぎわ町会　 58,000 吉町平和会 45,000 栄町一丁目町会 75,000 青柳出戸町会 357,400 

谷塚かえで町会 100,000 クレール自治会 5,000 栄町二丁目町会 75,000 柿木町会 125,000 

谷塚みどり町会 56,000 谷古宇町会 130,500 栄町中央町会 110,000 松原四丁目南町会 30,500 

谷塚あづま町会 81,500 中央東町会 100,000 栄町三丁目町会 51,000 ダイアパレス草加Ⅱ自治会 30,000 

谷塚町兎町会 216,000 手代町会 150,000 栄町三丁目自治会 39,000 苗塚町会 245,000 

グリーンアベニュー谷塚団地自治会 20,000 手代町中町自治会 99,500 松原地区社会福祉協議会 179,264 草加ハイタウン自治会 10,000 

谷塚上町町会 352,000 コンフォール草加自治会 10,000 中根町会 398,200 小山町会 200,000 

谷塚仲町町会 211,500 氷川町南町会 637,500 弁天町会 400,000 小山台自治会 112,300 

両新田東町町会 168,000 氷川町中央町会 150,000 宮沼自治会 59,100 草加松原ハイツ自治会 30,000 

両新田西町町会 190,600 氷川町西部町会 85,500 八幡町会 773,800 北谷町会 167,500 

草加市新里町会 302,259 氷川草加町会 92,800 松江中央町会 134,000 北谷二丁目町会 105,100 

ヴィシティ草加自治会 10,000 草加氷川ハイツ自治会 17,500 松江北町会 100,000 北谷三丁目町会 288,500 

柳島町会 408,500 西町東部自治会 150,500 新栄町町会 300,000 学園台自治会 50,000 

遊馬町会 468,500 西町立野町会 150,000 長栄町町会 300,000 原町町会 200,000 

草加市壱丁目町会 50,000 西町第一町会 247,000 草加ネオポリス自治会 57,000 一般 1,000 

三丁目町会 30,000 西町第二町会 58,600 草加市清門町町会 400,000 合　計 16,056,823 

四丁目町会 80,000 西町職員住宅自治会 5,000 新善町町会 389,400 合　計 16,056,823 

五丁目町内会 38,500 草加南町会 250,000 稲荷コーポ自治会 5,000 
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赤い羽根共同募金・
地域歳末たすけあい募金

ご協力ありがとうございました
赤 い 羽 根 共 同 募 金 15,498,279円
地域歳末たすけあい募金 10,043,419円

○戸別募金（町会・自治会扱い）
 11,325,163円
○ 大口募金（民生委員・児童委員扱い）
 2,497,200円
　※民生委員取扱大口募金（30,000円以上）
　　聖典㈱・いきいき眼科クリニック
〈自販機売上〉
　㈱伊藤園 38,722円
　北関東ペプシコーラ 22,280円
　コカコーライーストジャパン㈱ 3,271円
〈埼玉りそな銀行ポイントクラブ〉
　　２件 1,000円
○学校募金（学校・幼稚園・保育園）
 568,348円
　小学校　 草加・高砂・新田・谷塚・川柳・瀬崎・

西町・花栗南・新栄・氷川・八幡北・
青柳・両新田

　中学校　 栄・川柳
　高　校　 草加南・草加東・草加西
　幼稚園　 ルミ・あずま・いなり・草加みどり・

青徳・ひかり・草加ひまわり・草加藤・
新田・谷塚おざわ・草加氷川・みのべ・
草加ひので・清門・フラワー

　保育園　 たかさご・きたうら・あずま・やつか・
きたや・しのは・あさひ・やなぎし
ま・にしまち・せざき・しんぜん・
しんえい・やはた・こやま・ひかわ・
あおやぎ・かおりPutra・にっさと
の森・けやきの森（西町・清門町園）・
なかよし・ひかり幼稚舎

こども園　かおりKaruna

○街頭募金（奉仕団体等扱い） 288,082円
　 草加市民生委員・児童委員協議会・草加市町
会連合会・草加市連合婦人会・草加地区更生
保護女性会・ボランティア草加連絡協議会・
草加南高等学校・獨協大学白鷺会・草加市役
所職員・草加市社会福祉協議会役職員

○職域及び個人・団体（支会扱い）
 754,213円
　 草加保健所・そうか光生園・草加キングスガ
ーデン・越谷児童相談所草加支所・草加市上
下水道部水道総務課・草加市総合政策課・草
加警察署・㈲泰山木・㈱みのり・竹内セントラ
ル㈱・埼玉りそな銀行(草加支店・松原支店・
松原住宅ローンご相談プラザ・草加プレミアオ
フィス)・武蔵野銀行（草加支店・松原支店）・
草加なかよし保育園・メディカルトピア草加病
院・草加かがやき特別支援学校草加分校・谷
塚小学校フェスティバル実行委員会・カントリ
ーボーイ・チーム草加・ツルハドラッグ五丁目店・
松原食堂・小野昌康・石田幸治・宇田川一郎・
吉田貞彦・匿名２件・苗塚町会さんま祭り・草
加ふささら祭り・草加宿場まつり・福祉まつり
in草加・夏休み親子のつどい募金箱・草加市
民生委員・児童委員協議会・草加市商店連合
事業協同組合・草加市役所募金箱・草加市役
所職員・草加市社会福祉協議会募金箱・草加
市社会福祉協議会役職員

※クオカード403枚　図書カード230枚

町会・自治会別の募金実績 平成29年３月２日現在　（単位：円）

地域歳末たすけあい募金
○戸別募金（町会・自治会扱い）
 6,390,071円

○大口募金（民生委員・児童委員扱い）
 2,500,683円
※民生委員取扱大口募金
 （30,000円以上）
　　聖典㈱・いきいき眼科クリニック

○街頭募金（奉仕団体等扱い）
 812,751円
　 草加市民生委員・児童委員協議会・
草加市町会連合会・草加地区更生
保護女性会・ボランティア草加連
絡協議会・ガールスカウト連絡協
議会・ボーイスカウト連絡協議会
草加第1団・草加第3団・草加第4
団・草加第6団・草加第7団・草加

第8団・草加市スポーツ少年団・
草加市役所職員・草加市社会福祉
協議会役職員

○職域及び個人・団体（支会扱い）
 339,914円
　 谷塚地区社会福祉協議会もちつき
大会・谷塚西部地区社会福祉協議
会グラウンドゴルフ大会・谷塚中
部婦人会・谷塚東部婦人会・草加
市明るい社会づくり運動協議会・
草加市腎臓病患者友の会・カント
リーボーイ・新栄町住宅管理組合・
新栄町団地自治会・匿名３件・草
加市役所職員・草加市社会福祉協
議会役職員

赤い羽根共同募金

町会・自治会 共同募金 歳末募金 町会・自治会 共同募金 歳末募金 町会・自治会 共同募金 歳末募金

瀬崎第一町会 100,000 30,000 吉町中央会 15,000 15,000 宮沼自治会 46,500 23,500

瀬崎第二町会 166,750 30,000 吉町西親和会 15,000 15,000 八幡町会 200,000 411,300

瀬崎第三町会 580,795 30,000 吉町平和会 15,000 15,000 松江中央町会 99,100 27,000

谷塚コリーナ住宅棟自治会 45,000 27,000 クレール自治会 6,533 10,061 松江北町会 65,200 57,700

谷塚本町町会 91,900 50,000 谷古宇町会 131,000 25,000 新栄町町会 200,000 100,000

谷塚南町会 50,000 50,000 中央東町会 100,000 80,000 長栄町町会 200,000 100,000

谷塚町北町会 73,300 20,000 手代町会 240,010 100,000 草加ネオポリス自治会 22,800 11,400

谷塚西口町会 50,000 50,000 手代町中町自治会 80,400 42,000 草加市清門町町会 200,000 150,000

谷塚中央町会 15,000 15,000 コンフォール草加自治会 5,000 5,000 新善町町会 255,780 245,180

谷塚やぎわ町会 55,000 20,000 レクセル草加第３自治会 4,300 4,300 稲荷コーポ自治会 20,000 20,000

谷塚かえで町会 50,000 40,000 氷川町南町会 234,400 222,700 金明町町会 300,000 100,000

谷塚みどり町会 30,000 25,000 氷川町中央町会 100,000 178,500 旭町町会 395,800 100,000

谷塚あづま町会 46,200 20,000 氷川町西部町会 30,000 30,000 メイツ草加自治会 － 16,000

谷塚町兎町会 95,800 79,500 氷川草加町会 91,100 92,500 新栄町団地自治会 88,354 90,514

グリーンアベニュー谷塚団地自治会 20,000 20,000 西町東部自治会 128,400 63,700 上南自治会 69,900 69,500

グリーンアベニュー谷塚団地管理組合 14,303 15,692 西町立野町会 150,000 30,000 青柳上町会 306,770 80,000

谷塚上町町会 319,310 70,000 西町第一町会 50,000 30,000 青柳根郷町会 98,350 30,000

谷塚仲町町会 211,500 30,000 西町第二町会 30,000 30,000 青柳志茂町会 205,100 60,000

両新田東町町会 100,800 33,500 草加南町会 150,000 30,000 青柳山谷町会 100,000 50,000

両新田西町町会 151,600 40,000 草加五丁目町会 65,500 65,500 青柳出戸町会 212,150 50,000

草加スカイハイツ町会 30,000 10,000 松江第二町会 30,000 20,000 柿木町会 125,000 50,000

草加市新里町会 306,432 282,659 草加市稲荷第一町会 132,700 35,000 松原四丁目南町会 18,300 10,000

ヴィシティ草加自治会 20,000 － 草加市稲荷南町会 74,100 54,700 花栗町会 300,000 300,000

柳島町会 317,600 50,000 稲荷中央町会 70,000 30,000 ダイアパレス草加Ⅱ自治会 30,000 24,000

遊馬町会 369,200 50,000 草加市稲荷６丁目町会 87,751 30,000 苗塚町会 180,000 60,000

草加市壱丁目町会 132,462 20,000 稲荷１丁目町会 10,000 10,000 草加ハイタウン自治会 10,000 10,000

弐丁目町会 30,000 60,000 草加市稲荷親和町会 39,100 50,500 小山町会 50,000 50,000

三丁目町会 33,000 20,000 ローズタウン草加自治会 38,600 19,300 小山台自治会 54,700 53,300

四丁目町会 40,000 30,000 栄町一丁目町会 － 24,000 草加松原ハイツ自治会 45,000 10,000

五丁目町内会 34,300 32,500 栄町二丁目町会 109,000 75,000 北谷町会 80,000 70,000

六丁目町内会 20,000 110,500 栄町中央町会 124,178 134,386 北谷二丁目町会 70,000 43,500

吉町一丁目町会 20,000 20,000 栄町三丁目町会 41,200 20,800 北谷三丁目町会 173,100 170,700

吉町新和会 20,000 15,000 栄町三丁目自治会 31,200 31,200 学園台自治会 30,000 15,000

吉町二丁目町会 20,000 20,000 コスモガーデンズ草加松原自治会 20,000 20,000 原町町会 200,000 150,000

吉町三丁目町会 40,000 20,000 草加氷川ハイツ自治会 10,500 － 松原地区社会福祉協議会 － 30,000

吉町四丁目町会 92,710 20,000 中根町会 200,000 274,800 合　計 11,325,163 6,390,071

吉町昭和会 31,179 31,179 弁天町会 389,146 150,000

栄中学校ボランティア部のみなさん

合計：15,498,279円

合計：10,043,419円
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　　　　ボランティア団体「草加点字サークル」が新し
い点字図書を作成しました。

タイトル 作者名
十日えびす 宇江佐　真理
お昼寝宮お散歩宮 谷山　浩子
日本の大和言葉を美しく話す 高橋　こうじ
人生は上々だ 本間　美江

　上記の点字図書については、本会ボランティアセンタ
ーにて貸出をします。

　永年のボランティ
ア活動の功績が顕著
であると認められ、
音訳ネット・草加の
鎌田和子様が厚生労
働大臣表彰を受賞さ
れました。

　　　　　点字図書のお知らせ

おめでとうございます。
厚生労働大臣表彰を受賞

～保険の加入・更新はお早めに～
　ボランティア活動中に「けがをした。」「相手にけがを
させてしまった。」「物を壊した。」などの万一の事故に
備えるため、ボランティア保険への加入をお勧めします。
　保険の加入期間は年度単位です。平成２₉年４月１日以
降に加入される方は、平成₃０年３月₃₁日までが加入期間
となります。
　なお、平成２₉年３月₃₁日以前に加入された方で４月１
日以降も継続して活動される場合は、改めて更新手続き
が必要となります。
　また、団体で加入・更新をする場合は、会員名簿をお
持ちください。詳しくは、本会ボランティアセンターま
でお問い合わせください。

平成29年度ボランティア保険
の加入手続きを開始します

No.54

　　　　ボランティア団体「草加点字サークル」が新し
い点字図書を作成しました。

　　　　　点字図書のお知らせ

申込み・問合せ　ボランティアセンター（草加市社会福祉協議会内）電話 048－932－6772

　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

～気軽に、無理なく、楽しく、自由に～ ふれあい・いきいきサロン

　みなさん、「車椅子（ツ
イン）バスケットボール」
をご存知ですか。私たちは、
草加で唯一の車椅子（ツ
イン）バスケットチームの
SOKA  FRIENDSです。現
在、会員は₃₈人、子どもから大人までが車椅子バスケットボール
を楽しんでいます。通常のパス、シュート練習のほか車いすを使
った鬼ごっこやミニゲームも取り入れるなど、練習メニューも工
夫しています。
　１人ひとりの経験年数や障がいの程度などによって、レベルの
違いはありますが、「お互いにフォローし合って全力プレー」を
モットーに、日々次の試合に向けて練習に励んでいます。
　車椅子（ツイン）バスケットボールは、ほぼ通常のバスケッ

トボールのルールと変わり
ません。障がいがある人もな
い人も気軽に楽しめるスポ
ーツです。初めての方でも大
丈夫。みなさんも、私たちと
一緒に心地よい汗をかきま
しょう。

　平成２₈年５月より、年齢や地
域を問わず参加できる憩いの場
として「サロン雅」を始めました。
高砂コミュニティセンターにて、
毎月第２水曜日（１月と８月を
除く年₁０回）開催しております。
１回２００円でおにぎり、お茶、お菓子をご用意しています。
　これまでに折り紙で季節にちなんだ作品を作り、５月はカブ
トや苺、７月は大きな笹に短冊を飾りつけしたあと、それぞれ
家に持ち帰り、みなさんに喜んでいただきました。そのほか、
オセロや押し花作りもします。

　また、₁０月には、にこにこ一座に
お越しいただき、あずま保育園の子
供たちと一緒に「南京玉すだれ」を
楽しみました。これからもこのよう
な内容でみなさんと一緒に考えなが
ら、より良いサロンにしていきたい
と思いますので、ぜひ遊びに来てく
ださい。よろしくお願いいたします。

車椅子(ツイン)バスケットS
そ う か

OKA  F
ふ れ ん ず

RIENDSサロン雅
●代表　黒

くろさわ

澤　ユリ　●活動場所　草加市スポーツ健康都市記念体育館
●活動日時　月１回、土or日曜日 午前９時から11時まで

～車いすバスケを通じ、仲間づくり～

●代表　狩
かのう

野　綾
あやこ

子　●活動場所　高砂コミュニティセンター
●活動日時　毎月第２水曜日　午前10時から正午まで

点
字

春
は
　
　
　
の
季
節

　目の不自由な方の日常生活を支援するため、点訳ボラ
ンティアの育成を図る点訳奉仕員養成講座を開講します。

【対象者】　 市内在住の初めて点字を学ぶ方で、講習会終
了後に点字サークルで活動する意思のある方

【日　時】　 平成２₉年５月₁０日から７月₁₉日までの毎週水
曜日

　　　　　午前₁０時から正午まで　全₁₁回
【会　場】　草加市文化会館　ほか
【講　師】　日本点字図書館
　　　　　盛田　ゆかり 氏

【受講料】　無料
【定　員】　 20人（定員にな

り次第、締切）
【申込み】　 本会ボランティ

アセンターまで

点訳奉仕員養成講座を開催

仲間に入りませんか。

試合に向けて猛練習。

私も点訳ボランティアに
参加したい。

どれもかわいらしい
作品です。

子どもたちも興味津々。
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谷塚地区社協もちつき大会
草加市民生委員・児童委員協議会から谷塚地区社会福祉協議会

～民生委員・児童委員活動の原点～

　14回目を迎えた谷塚地区社協のもちつき大会は、すっ
かり地域に定着した事業となりました。
　今回から会場が谷塚文化センターに変わり、お陰様で、
天候を心配しないで準備できるようになりました。
　当日は晴天に恵まれ、朝早くから大勢の方々が来場く
ださいました。１パック100円のお餅（あんこ・きなこ・
大根おろし）には長い行列ができました。無料でふるま
われたとん汁も大好評でした。
　外で食べるつき立てのお餅とアツアツのとん汁に、地
域の方々のたくさんの笑顔とふれあいがありました。
　また、草加南高校の生徒８人がボランティアで参加、
新たなふれあいのスタートもあり、地域の輪がさらに広
がりました。

　新田地区で、24年以上の経験を持つ清田さんに、
民生委員・児童委員の活動について伺いました。
●民生委員になった経緯を教えてください。
　退任する民生委員から町会長へ推薦があり、三人
で話し合い民生委員を受けました。
●最も印象に残っている活動は何ですか？
　１人暮らしのAさんとの出会いです。窓にはガム

テープが貼られ、声をかけても、手紙を置いて来ても返事がない状況で
した。それでも諦めずに訪問をし続けていたある日、Aさんの家から「ガ
タン」と音が聞こえました。しばらくすると、ドアが開き、Aさんの姿
が見えました。だいぶ衰弱した様子だったので、翌日には病院へ入院で
きるようにお手伝いしました。
　入院の初回手続きを終えた私は、病室でAさんとお話しをすることが
できました。Aさんと話をする中で、音信不通の妹のことを気にかけて
いるようでしたので、私はどうしても、妹さんに会わせてあげたいと思
い、関係者と手を尽くしました。
　結果、数十年ぶりに病院で再会が叶い、二人の喜びの姿が感動的でし
た。Aさんから「ありがとう。あんたに早く逢いたかったよ」と私は胸が
いっぱいになり帰路に着きました。二か月が過ぎた頃、病院からAさん
がお亡くなりになったと連絡を受けました。
　この事例は私の民生委員としての原点であると感じています。これか
らも、相談者に寄り添い活動をしていきたいと思います。
●地域の皆さんに一言お願いします。
　ひとりで悩まずに相談してください。（身近な相談相手です）ご自分の
こと、ご近所のことで何か困ったことがあれば、ご相談ください。相談
に応じ、必要な支援への「つなぎ役」となります。

新田地区　清田 幸子委員

そうか成年後見サポートセンター

　物忘れや知的・精神障害を持つ方を対象に、福祉サービス
の手続や日常生活の手続・お金の管理などに関する相談に応
じています。
　 あんしんサポートねっと 成年後見制度
福祉サービス
手続

サービス内容の説明や相談
（×契約の代理は不可） ○

お金の管理 小口の金銭管理
（50万円程度の口座） ○

書類預かり オプションのサービスで対応 ○

利用料金 月800円～ 2,400円程度（※）
相談は、無料

目安 月２～３万円
（支援内容や資産
により家裁が決定）

申込窓口 社会福祉協議会 家庭裁判所

　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。

身近な関係者からも、相談があります
親族、知人、民生委員・児童委員など！
　本人からではなく、身近な関係者から相談を受けることが
あります。
　先日は、民生委員の方から「見守ってほしい人がいる。こ
れからの生活が心配なので、一緒に相談にのってほしい」と
の連絡がありました。
　本人、民生委員と一緒に、今後の生活について話し合うな
かで、連携しながら、本人を支えていくことになりました。
　このように、本人以外の方からの相談にも応じています。
　近所で気になる方がいましたら、相談してください。

　　生活困窮者自立相談支援窓口（市役所内）
　　問合せ・相談：０４８－９２２－０１８５

・成年後見関連事業
・福祉サービス利用援助事業（あんしんサポートねっと）

・生活困窮者自立相談支援窓口

通帳を何度も
無くしてしまう

生活費が
足りない

福祉サービス
の手続きが
わからない

病気で
仕事ができない

そうか成年後見サポートセンター
問合せ・相談：０４８－９３２－６７８８

※ 本会では、あんしんサポートねっとの利用推進のため、共同募金の配分を
受けて、助成金制度を設けています。

～生活上の困りごとについて、相談ください～

息を合わせて、ヨイショ ！！

熱いうちにからめて！ 私たちもがんばりました。
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　草加市すこやかクラブ連合会には、平成29年３月
１日現在、61のすこやかクラブが登録しています。
各クラブは、カラオケや絵画、書道、グラウンドゴ
ルフ、ゲートボールなど、さまざまな活動に取り組
んでいます。
　今号は、その中のひとつ、西町第一さつき会の活
動を紹介します。

《活動紹介》
　₈５人の会員を擁す
る西町第一さつき会
は、踊りや歌、グラ
ウンドゴルフなど、
会員同士の活発なクラブ活動により年々会員が増え
ています。
　偶数月の第３火曜日に行う月例会には₄５人前後が
西町第一会館に集まり、情報交換や健康に役立つ会
話、カラオケなどで親睦を図っています。健康に役
立つ情報は、話すだけでは忘れてしまうのでコピー
を配り、自宅で実践できるようにしています。
　また、ボランティア活動として公園の清掃を週２
回行い、地域貢献もしています。

　すこやかクラブは、会員を募集しています。概ね
60歳以上で趣味や特技を活かしたい、新しい友人を
増やしたいという方の入会をお待ちしています。
問合せ　 草加市すこやかクラブ連合会事務局（地域

福祉課）
　　　　電話０４８－９３２－６７７０

　認知症への理解を広めるため、昨年₁０
月に市内を走りタスキをつないだＲＵ

ラン

Ｎ
伴
とも

＋
プラス

草
そうか

加は、５₁歳でアルツハイマー病と
診断されながら、知恵と工夫で一人暮ら
しを続ける佐藤雅彦さんを招き、講演会

『認知症の私からあなたへ』を開催しまし
た。
　「診断を受けたときのショックは大きか

った」と話す佐藤さん。
周囲からの「何もわか
らない・何もできない」という偏見もあり、「自
分の生き方で偏見をなくしたい」と絵画や講演、
執筆活動など、幅広く活躍されています。
　講演では、生活の工夫や自身の絵画作品など
を映写しながら、「認知症は不便だけれど不幸で
はない」「認知症になっても自分らしい生き方が
できる」と力強いメッセージを参加者に伝えて

いました。
　後半は、埼友草加病院副院長で脳外科医の浅野務先生から、『物
忘れ外来の現場からあなたへ』と題し、草加市の認知症患者の状
況や、認知症発症の気づきなどについて、講演がありました。
　高齢社会の進展で、認知症患者は増加の一途です。本会も、Ｒ
ＵＮ伴＋草加の趣旨に賛同し、認知症の正しい理解の促進や、認
知症の方にやさしいまちづくりに取り組んでまいります！

　１面にも掲載しましたが、深刻な高齢社会の到来に備え、介護保険の分
野では予防訪問介護サービスと予防通所サービスを“総合事業”とし、そ
の一部をＮＰＯや法人のほか、ボランティアや地域による多様な支え合い
の仕組みに委ねることが決まりました。この運用を４月１日からスタート
させるため、“総合事業”の担い手となる方々を募り、１月から３月にかけ
て養成研修を開催しました。
　この研修では、支援が必要な高年者へサービスを提供するに当たって知
っておくべき介護保険制度の仕組、高年者の心身の特徴及び認知症の理解、
医学知識など、多岐に渡る講義を行いました。
　研修最後の講義では、講師の方から「みなさんは、“総合事業”担い手の

パイオニアです。高年者の方を１日でも長く支えられるように、ご自身の健康
を守りながら活動を続けてください」との言葉がありました。受講者は、その
言葉に目をキラキラと輝かせ、モチベーションを一気に高めたようでした。
　それを裏付けるように、実施後のアンケートでは「新たな気持ちで人に接し
ていけます」や「もっと学びたい」など、前向きな意見をたくさんいただくこ
とができました。
　受講したみなさんは、今後、総合事業のパイオニアとして大いに活躍される
ことでしょう。
　次年度も同様の研修会を開催する予定ですので、意欲がある方の参加をお待
ちしています。

高年者の「健康づくり・生きがいづくり・仲間づくり」を支援する

【草加市すこやかクラブ連合会】

～認知症になっても安心して暮らせる街 草加を目指して～

RU
ラン

N伴
とも

＋
プラス

草
そうか

加 講演会を開催！

みなさんは総合事業の担い手のパイオニア！
草加市介護予防・日常生活支援総合事業多様なサービス担い手研修を開催

次回のＲＵＮ伴＋草加は、
29年10月29日（日）
に開催予定です！

興味のある方や資料を希望する方は、地域福祉課まで　電話　048-932-6770

浅野先生
「みなさんの力で支
え合いましょう」

認知症とともに歩む
佐藤雅彦さん

（
市
民
活
動
の
紹
介
）

わ
た
し
た
ち
の
福
祉 

草
の
根
活
動
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　平成28年１１月～１２月の期間において、本会の居宅介護支援事業所及び訪問介護事業所を利用
している世帯に満足度調査を実施しました。
　利用者の皆様に満足していただけるよう、職員一同業務に励んでおりますが、不満の声もいただき、
サービス提供の難しさと力不足を痛感しています。
　この調査結果を活かし、今後もより良いサービスが提供できるよう教育・研修などを重ね、知識や
技術を高めてまいります。

ご協力、ありがとうございました

介護保険サービス事業所
利用者満足度調査集計結果

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

居宅介護支援事業所アンケート （回答数94件／配布数132件　回答率71.2％） 　（単位：件） 訪問介護事業所アンケート （回答数111件／配布数145件　回答率76.5％） （単位：件）

（１）居宅介護支援事業所について は　い いいえ どちら
でもない

無効
回答 合計

１　 契約にあたり担当者からの説明は分か
りやすかったですか？ 84 0 4 6 94

２　 介護サービス計画は、十分な話し合い
のもとに行われていますか？ 82 1 6 5 94

３　 介護サービス計画に満足していますか？ 80 3 7 4 94
４　 相談・苦情などの対応に満足していま

すか？ 82 1 8 3 94

（１）訪問介護事業所について は　い いいえ どちら
でもない

無効
回答 合計

１　 サービス内容や契約等についての説明
は分かりやすかったですか？ 98 1 12 0 111

２　 提供しているサービスは、十分な話し
合いのもとに行われていますか？ 103 0 8 0 111

３　 提供しているサービスに満足していま
すか？ 99 0 11 1 111

４　相談・苦情などの対応に満足していますか？ 94 1 14 2 111

（２）ケアマネジャーについて は　い いいえ どちら
でもない

無効
回答 合計

１　 ご本人・ご家族様のプライバシーに配
慮があると思いますか？ 82 1 8 3 94

２　定期的な訪問は予定どおりですか？ 91 0 1 2 94
３　担当者との連絡は取れますか？ 91 0 1 2 94
４　 言葉づかい・服装・態度について満足
されていますか？ 87 0 5 2 94

５　相談しやすい雰囲気ですか？ 85 1 6 2 94

（２）サービス提供責任者及び
　　　ヘルパーについて は　い いいえ どちら

でもない
無効
回答 合計

１　 ご本人・ご家族様のプライバシーに配
慮があると思いますか？ 99 2 9 1 111

２　 ヘルパーの定期的な訪問は予定どおり
ですか？ 107 1 1 2 111

３　 ヘルパーが交代したとき、引継ぎがで
きていると思いますか？ 96 1 12 2 111

４　 言葉づかい・服装・態度について満足
されていますか？ 107 0 4 0 111

５　相談しやすい雰囲気ですか？ 103 0 6 2 111

その他の意見
・ ヘルパーさんは、一部大変満足しているが、反対に一部そうでない方もいます。
交代も考えたほどです。
・ 一度、ヘルパーさんが重複し、本来担当日の方にお帰りいただいたことがあり、
申し訳なかったです。
・ ヘルパーさん達のおかげで、家族が生活するための仕事を安心してすることが
できており、大変感謝しています。
・ 週一回のヘルパーさんに買い物、ベッドメイクをお願いしていますが、独り者の
私には大変助かっています。
・ ヘルパーさんの対応が人によって違います。低レベルでのサービスに合わせるの
ではなく、より高い質に合わせていくようにお願いします。 ※一部抜粋

その他の意見
 ・ 現段階では特に困っていることはありませんが、いろいろ問題が起きた時に相
談に乗ってもらえる場所があると言うことは、とても心強く思っております。

  ・ いつも利用者の立場になって考えていただき、感謝しています。担当者だけで
なく他の方も含めて、あたたかい気持ちで接していただいていることを感じて
います。どうもありがとうございます。

 ・ もう一歩踏み込んで説明や相談に気を配っていただけると助かります。また、
同じ意味合いでも違う表現をとっていただけたらと思うことがあります。よろし
くお願いします。

 ・ 訪問診療、看護、リハビリ、デイサービス、福祉用具、お薬のお届けなど、
介護計画を丁寧に立てていただき、本当に助かっています。ありがとうござい
ます。少しずつ増やしていただいたので、母の気持ちの負担が重くならず感謝
しています。 ※一部抜粋

訪問介護サービス利用のご用命は、介護課介護サービス担当まで　　電話　048-932-6777
介護保険サービス全般のご相談は、介護課介護支援担当まで　　　　電話　048-932-6773

みなさんは、日ごろから運動をしていますか。
運動習慣は、筋力アップだけでなく認知機能の維持・向上に効果があると言われています。
運動習慣を身につけ、筋力アップだけでなく認知症予防をしましょう。
今回は、自宅で簡単にできる下半身の筋力トレーニングを紹介します。

 ・ トレーニングを行う前には、ストレッ
チなどで体をほぐしましょう。

 ・ がんばりすぎても、逆効果です。持病
のある方や体力に不安がある方は、医
師に相談のうえ、無理のないトレーニ
ングを行いましょう。

 ・ トレーニングの効果は、一朝一夕では
現れません。毎日、少しずつ続けるこ
とが大切です。

 ・ １日１種目を目安に行い、２日に一回
はゆっくり体を休めましょう。

ポイント

自宅でできる介護予防トレーニング
運動習慣が認知症を防ぐ。
筋力アップトレーニング

効果 太もも後ろ側とお尻の筋力アップ

効果 ふくらはぎの筋力アップ

効果 太もも前側の筋力アップ

効果 股関節付近の筋力アップ

筋力を維持して、動く力を保つ

介護講習ON社協だより 第₁₆回

　これから少しずつ暖かくなり、外出する
にはもってこいの季節になります。筋トレ
はいつやるか？今でしょ！
　さあ、みなさん。春に向けて、元気な体
を作りましょう。

○脚の後ろ上げ　左右10回ずつを3 セット

○つま先立ち　10回を2～ 3 セット

○４分の１スクワット　10回を2～ 3 セット

○股関節の筋トレ　左右10回ずつを3セット

● 脚を少し開いていす
から少し離れて立ち、
いすの背をつかみ、上
体を45度に曲げます。

● ひざが曲がらないよ
うに、片脚を後方に上
げ、ゆっくり元に戻し
ます。

● 脚を少し開いていすか
ら少し離れて立ちます。

● つま先を軸にしてゆっ
くりかかとを上げ、ゆ
っくり下ろします。

● いすなどに手を置き脚
を少し開いて立ち、上
体を伸ばしたままひざ
を４分の１くらい曲
げ、腰を落とします。

● ゆっくりひざを伸ばし
て元の姿勢に戻しま
す。

● いすに浅く座ります。
背筋を伸ばすのがコ
ツです。

● 片方のひざをゆっく
り上に蹴り上げるよ
うにできるだけ高く
持ち上げ、ゆっくり戻
します。

できるだけ
高く↑
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次号の「そうか社協だより」（第151号）は平成29年６月発行予定です。

資　格　 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

年　齢　65 歳まで
賃　金　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）

【問合せ】介護課介護サービス担当　　電話　０４８－９３２－６７７７

一緒に働きましょう！　一生懸命なあなたを待っています

あなたの心の悩み、お聞きします
まずは、ふれあい福祉相談所へ

登録ヘルパーさん募集中！！

　あたたかいご寄付をありがとうございました。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
竹村事務所 30,000 
詩吟神風流　草加連合 30,000 
( 特非 ) 草加市身体障害者福祉協会 2,312 
草加西部地区社会福祉協議会 グラウンドゴルフ大会 ホールインワン募金 11,600 
株式会社　小山建設 30,000 
新里コスモスクラブ　( グランドゴルフ ) 4,770 
吉岡　敏郎 10,000 
演劇創造ドラマン 12,500 
歌謡研究仲秋会　会主　佐々木　和子 45,519 
鳥　長 8,745 
高野工務店様宅　観音様賽銭 35,511 
財満　征 4,000 
埼玉東部ヤクルト販売株式会社 91,143 
草加地区更生保護女性会 20,000 
旭町団地自治会 10,690 
ほほえみの会 20,177 
草加友の会 4,000 
税理士法人　フカサク 17,355 
NPO 法人うるおい工房村　X'mas テャリティ音楽祭 50,196 
日本基督教団　草加教会 5,000 
三若会、吉町青年会 20,000 
林　眞喜雄 9,894 
三蔵商事株式会社草加健康センター 300,000 
ふれあいの里まつり 61,943 
ハクビ秋元総合学院 30,000 
草加落語会 10,400 
泉蔵院　除夜の鐘テャリティ募金 83,193 
草加・八潮遊技業組合 250,000 
新和会連合会長　石井　勝美 87,094 
カトリック草加教会 20,000 
東福寺松寿会解散残金 581,482 
匿名 4 件 203,700 

合　　　　　計 2,101,224 
氏　　名 寄付物品

東京電力パワーグリット常傭労組　川口支社　草加班 タオル 70 本
財満　征 タオル等 42 本
堀口　修一 車いす１台
朝日生命保険相互会社　越谷支社　草加営業所 タオル 100 本
吉田朝次・せつ子 ランドセル２個

（敬称略　単位：円）

平成28年11月22日～平成29年３月６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」は、聴覚障がい者の生活の中から生まれた言葉です。そのため、講座では「手話」だけを学ぶの
ではなく、聴覚障がい者の生活や聴覚障がいの特性、福祉制度なども学ぶことを目的としています。
　来年度の講座日程は次のとおりです。いずれも草加市在住、または在勤の方が対象となります。内容等を
確認のうえ、ぜひお申込みください。

手 話

訳通 だより

SIGN LANGUAGE
INTERPRETER

「平成29年度手話講座のお知らせ」

【申込み・問合せ】　地域福祉課　手話通訳担当　電話 048︲932︲6770　FAX 048︲932︲6781

【手話奉仕員養成講座「入門」　全23回】
★手話を初めて学ぶ方が対象です。

〔日　程〕 平成29年５月18日から10月26日までの毎週木曜日
〔時　間〕午前９時30分から11時30分まで
〔会　場〕草加市文化会館　ほか
〔定　員〕40人（応募多数の場合は抽選）
〔受講料〕3,240円（テキスト代）
〔申込期間〕４月６日（木）から１７日（月）までに必着。

★申し込みについて（２講座共通）
　往復はがきに「住所・氏名・年齢・電話番号・希望講座名・受講動機」を書いて、各講
座の申し込み期間中に本会へお申し込みください。詳細は本会ホームページにも掲載しま
す。
　なお、保育を希望される方は、はがきに明記してください。

【手話奉仕員養成講座「基礎」　全30回】
入門講座を受講された方、または同等レベルの方が対象です。
　なお、この講座は２回まで受講できますので、過去に一度受講された
方もお申し込みいただけます。

〔日　程〕 平成29年６月２日から平成30年１月19日までの毎週金曜日
〔時　間〕午後７時15分から９時15分まで
〔会　場〕草加市文化会館　ほか
〔定　員〕30人（応募多数の場合は抽選）
〔受講料〕3,240円（テキスト代）
〔申込期間〕４月１０日（月）から２１日（金）までに必着。

　ふれあい福祉相談所は、日々の暮らしにおけるさまざまな悩みごと（家庭問題・
生活問題・金銭問題）などあらゆる相談に応じ、悩み解決のお手伝いをしています。
　相談には、民生委員経験者など相談業務に従事していた方が対応します。
　みなさんの顔から不安の色が消えたら、それが何よりの喜びです。
　どんなことでも、気軽に相談してください。

一般相談（電話・来所）
　毎週　金曜日 午前10時～午後３時
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
　　　　（一般相談・法律相談） 秘密は絶対守ります。


