
　

　１世紀にも及ぶ民生委員制度
　今年の５月１２日で、民生委員制度が創設１００周年を
迎えました。
　制度創設当初は、地域住民の救貧・防貧のための活動が
主な役割となっていましたが、その後、時代の流れととも
に求められる役割も変わってきました。
　現在では、福祉課題の多様化に伴い、生活困窮のみならず、
社会的に孤立している方々や引きこもり、児童や高年者の
虐待、介護のこと、家族間のトラブルなど地域住民の生活
上のさまざまな相談に応じています。
　これから、さらに深刻な高齢社会の到来が間近に迫ってお
り、民生委員活動への期待は、ますます高まっていくでしょう。

（制度の源である「済世顧問制度」は、大正６年に岡山県で
創設されました。）

　民生委員とは地域と専門機関とのつなぎ役
　民生委員は、さまざまな専門機関とネットワークを結び、
連携をとりながら生活課題や不安を抱えている方々に対す
る支援活動を行っています。
　地域の身近な福祉に関する相談役です。
　
　【主な民生委員の活動】
　・住民と関係機関のパイプ役
　・困りごとを抱えた世帯の調査活動
　・福祉制度などの知識を身につけ情報提供
　・共同募金や歳末たすけあいなどの募金活動への協力
　・敬老会や会食会など、地域福祉活動のお手伝い
　

　�社会福祉協議会と民生委員は、車の両輪のように
地域福祉の推進のために相互協力しています

　社会福祉協議会と民生委員は地域福祉事業（地域の支え
合いの仕組みづくり）を推進するために車の両輪のような
関係にあります。
　（草加市社会福祉協議会は、民生委員・児童委員の事務局
として活動を支援しています）　

民生委員制度創設１００周年
節目を迎え、さらなる飛躍を目指す
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　民生委員の役割は、生活上のさまざまな問
題（医療や介護の悩み、妊娠や子育ての不
安など）を抱える地域の方を支援すること
です。しかし、現在は個人情報保護法により、
支援を必要としている方の人の情報を関係
機関から得ることが難しく、自分自身で収集
しなければならないため非常に労力を費や
しています。
　民生委員自身にも課題があります。それ
は、なり手がなかなか見つからないことで
す。また、民生委員の定年が７８歳にまで延
長されたことにより、さらなる高齢化に拍車

がかかることは明白です。直面している地域
の課題に対応していくためには、人材をどの
ように確保するかが目下の課題となってい
ます。
　今年は民生委員制度創設１００年という
記念すべき年です。この節目の年に、民生委
員の活動状況を地域の皆様にお伝えするた
め、ＰＲ活動を予定しています。
　民生委員は、地域福祉の推進役として活動
しています。皆様も一緒に、互いに助け合い
ができるやさしい地域社会づくりをしてい
きましょう。

民生委員活動から見えた課題と民生委員が目指す地域社会

なんでも相談してください
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収入の区分
①会費　②寄附金　③経常
経費補助金　④受託金　
⑤貸付事業　⑥事業収入
⑦介護保険事業　⑧障害福
祉サービス等事業　⑨受
取利息配当金　⑩その他

支出の区分
①法人運営事業　②企画・
広報・調査・研究・助成事
業　③小地域福祉ネットワ
ーク活動事業　④ボランテ
ィアセンター事業　⑤障害
福祉サービス事業　⑥ふれ
あい福祉相談所事業　⑦生
活つなぎ資金貸付事業　　
⑧手話通訳事業　⑨点字・
声のお知らせ事業　⑩講習
会開催事業　⑪指定訪問介
護事業　⑫福祉サービス利
用援助事業　⑬交通遺児基
金運営事業　⑭ふれあい福
祉基金運営事業　⑮成年後
見事業　⑯地域包括支援セ
ンター事業　⑰指定居宅介
護支援事業　⑱生活支援体
制整備事業

平成２８年度決算・平成２９年度予算
平成２９年度予算 （単位：千円）（単位：千円）

⑧50,201千円
14.0％

⑨129千円　0.0％
⑩783千円　0.2％ ①18,545千円　5.2％

②3,904千円　1.1％

⑥3,485千円　1.0％ ⑤6,778千円　1.9％

③87,408千円
24.4％

④71,227千円
19.9％

⑦115,938千円
32.3％

②9,137千円
2.6％

③53,173千円
14.9％

⑥487千円　0.1％⑦7,365千円　2.1％
⑧14,517千円　4.1％
⑨429千円　0.1％
⑩1,711千円　0.5％

⑯29,670千円　8.3％
⑰24,510千円　6.9％
⑱6,370千円　1.8％

①78,479千円
22.1％

⑪60,079千円
16.9％

⑤46,140千円　13.0％

④2,066千円
0.5％

⑫5,726千円
1.6％

⑬12千円
0％

⑭0円　0％

⑮15,901千円
4.5％

⑧51,604千円
14.2％

⑨69千円　0％
⑩907千円　0.1％

①19,450千円　5.4％
②3,090千円　0.9％

⑤7,155千円　2.0％
⑥3,910千円
　1.1％

③94,250千円
25.9％

④72,327千円
19.9％

⑦110,721千円
30.5％

②9,351千円
2.4％

④2,253千円
0.6％

⑪60,609千円
15.7％

⑫6,306千円
1.6％

⑬64千円
0％

⑭0円　0％

③52,977千円
13.7％

⑤49,009千円　12.6％
⑥635千円　0.2％⑦8,339千円　2.2％

⑧15,145千円　3.8％
⑨734千円　0.2％

⑩2,077千円　0.6％

⑮17,775千円
4.5％

⑯32,448千円
8.3％

⑰26,508千円　6.9％
⑱9,413千円　2.5％

①93,941千円
24.2％

平成２９年度　 基 本 方 針

重点事業目指す姿

急激な高齢化

関係機関・
団体との
連携強化

住民の集いの場づくり

住民の孤立化子どもの
貧困

課題の
洗い出し

多世代に渡って多様化が進む
さまざまな生活課題

地域社会の中にある課題 課題の解決に向けて
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①支え合いのまちづくりへの取組み

②深刻な生活課題への対応力強化

③児童福祉分野における事業活動の
　充実・検討

・ 地域ふくし懇談会を通じて住民とともに地域の課題を共
有し、支え合いの仕組みづくりを検討する。

・住民が集える場づくり、ボランティアの活動拠点づくり

・ 年々増加傾向にある権利擁護、生活苦に関する相談に対
して、さまざまな分野と連携強化を図り解決を目指す。

・ 今後、本会が児童福祉分野における事業を展開するため、
現在他団体、専門機関などで展開されている事業活動を
検証する。

貧困

課題の解決に向けて

平成２８年度決算

収入〔総額 358,398千円〕

支出〔総額 355,772千円〕

収入〔総額 363,483千円〕

支出〔総額 387,584千円〕

※社会福祉法第４５条の３２の規定に基づき、平成２８年度決算については、定時評議員会での承認前ではありますが、本号に掲載するものです。



地区社協による「支え合い・助け合い」の取組み

「ふれあい・支えあいを考える会」のお誘い

　町会・自治会、民生委員・児童委員などの住民組織によって構成される市内１２の地区社協では、支え合い・助け合い
活動の一環として、ふれあい会食や敬老会、グラウンドゴルフ大会、ウォーキング大会など、地域交流を目的としたさま
ざまな活動に取り組んでいます。今号では、瀬崎地区社協の活動を紹介します。
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地域のイベント「せざきふれあい春のフェスタ」
　毎年３月の第２日曜日には、瀬崎地区社協と瀬崎まち
づくり市民会議が共催でお祭りを開催しています。子ど
もから高年者まで参加できるような楽しい雰囲気づくり
を心がけ、地域住民がにぎやかに交流しています。
　つきたての餅を販売するコーナーでは、長蛇の列がで
きるほど、地域住民に大人気です。また瀬崎コミセンでは、
７０歳以上のひとり暮らしの方を対象にふれあい会食会
も同時に開催しています。そのほかには、地域住民によ
る踊りや歌の舞台発表や作品展示（生け花・アート等）、
模擬店（ポップコーン、わたあめ、焼きそば等）もあり、
地域の一大イベントとして定着しています。

　瀬崎地区社協の木村事務局長にお話を伺いました。
Q： 「せざきふれあい春のフェスタ」共催のきっかけは？
A： 住民・行政・地域団体との協働作業によるまちづく

りを目指して、「コミセン祭り」から共同で始めま
した。「春のフェスタ」に名前を変更してから今年
で第１０回になります。

Q： 苦労したことはありますか？
A： 雨天で、餅つきをするのは大変でした。
Q： うれしかったことは？
A： 毎年来てくれる方の顔を見たときは「続けて良かっ

た」と嬉しくなります。

　２０２５年に、団塊の世代が全て７５歳以上を迎えます。これに
伴い、一人暮らし高年者や高年者夫婦世帯も増加することは確実で
す。また、介護や医療の分野では、人材、施設、サービスの不足が
懸念されています。
　住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、お互いが支えあ
う地域づくりが大切になっていくことは、当然の流れではないでし
ょうか。
　「支え合うために何が必要だろう？」「何ができるだろう？」そん
なことをみんなで気軽に話し合い、一緒に考え、自分たちの地域を
住みやすくしていきませんか？
　自分が生活する地域をよくするために、はじめの一歩を踏み出し

てみましょう。
　草加市に在住、または在勤の方であれば、どなたでも参加できま
すので、近所の方もお誘い合わせのうえ、ぜひお越しください。

日　時　　平成２９年８月９日（水）　午後１時３０分～３時３０分
会　場　　草加市文化会館　第一会議室
内　容　　 「支え合うために何が必要だろう？」

「何ができるだろう？」そんなことを
いくつかのグループに分かれて、ざ
っくばらんに話し合います。

　平成２９年度は、支援を必要とする人に必要な支援が届くよう、地域やさまざまな機関と
の調整役や新たな支援の仕組みの開発などを担うコミュニティソーシャルワーカーとしての
意識を持てるよう、各職員が資質向上に努め、時代の要請に応えられるよう地域づくりを進
めていきます。

職員の資質向上と
地域づくり

支え合いの地域づくりに向けて

　稲荷地区の第２回地域ふくし懇談会を開催しました。
　今回は、昨年７月の懇談会で出た困りごとについて優先順位をつ
け、地域でどう解決していくべきかを話し合いました。
　特に、高年者の「見守り」と「居場所」についての意見が多く、
見守りをするためには、集える場（居場所）づくりと他者との関わ
りが必要なこと。そして、それらは子どもも例外ではないなど、活
発な意見が交わされました。
　今後も話し合いを続け、「見守りと居場所づくり」の取り組みを具
体的にしていきたいと思います。みなさんの参加をお待ちしています。

Q１：  支え合いって、どんなことをすればい
いの？

A １： 支え合いには、いろいろな形があります。
例えば、道ですれ違ったときに気軽に
あいさつをしたり、困っているような
様子だったら「どうしたの？」「何かで
きることがあれば手伝うよ」と声をか
けることも、支え合いの1つです。普段
の生活の中で、ちょっとした支援の輪
が広がっていくといいですね。

Q２： 私にもできるかな？
A ２： 支え合いは、何か特別なことをする

必要はありません。ご近所さんのこ
とを少し気にかけて声をかけ合うこ
とから始めてみたり、仲間と一緒に
みんなが集まれるような場所を作っ
たり…というのも立派な支え合いで
す。

　　　 まずは自分ができることを、無理な
くできる範囲でやってみましょう。

地域ふくし懇談会 ３月８日（水）、稲荷コミュニティセンターで開催

　後日、参加された方から
こんな相談がありました！

「放課後の子どもたちの居
場所を作りたい」「勉強が
わからなくて困っている子
どもを助けたい」。
　子どもの居場所と高年者
の居場所、どちらにも結び
付く助け合いの輪が広がり
そうです。
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開催日　平成２９年１１月１５日（水）
会　場　アコスホール（アコス南館７階）
内　容　記念写真撮影・アトラクション
対象者　 昭和４２年に結婚したご夫婦（１月１日～１２月３１日）
申込期間　７月５日（水）～８月３１日（木）

ご結婚５０年
金婚おめでとうございます！

金婚式を開催します

二人の思い出の１ページに

～元気にいきいき健康づくり～
ふれあい高年者運動会  参加者募集中!!

生涯現役、まだまだやれるよ！
すこやかクラブはあなたの入会を待っています
　市内各地のすこやかクラブでは、活
動を盛り上げてくれる高年者を募集し
ています。
　あなたの趣味・特技、経験を活かし、
レクリェーションやボランティア活動
を通じて、地域で活躍しましょう。
　―すこやかクラブ連合会は
　　　　　　　　　こんな行事も―
　各クラブを統括しているすこやかク
ラブ連合会では、次の行事を開催して
います
●健康づくり講座
　 高年者のみなさんに役立つ情報を講

座でお伝えします！
●素人演芸大会
　 歌や踊りなど、日々活動している趣

味活動の成果を披露できる演芸大会
です！

●ふれあい高年者運動会
　 毎年、多くの方々が参加している運

動会です。当日は、中学生や体操ク
ラブの子どもたちが進行のサポート
をします。
　いかがですか？すこやかクラブに興
味を持たれた方は、下記の電話番号ま
で問い合わせください。

　草加市すこやかクラブ連合会と共催で「ふれあい高年者運動
会」を開催します。
　中学生や体操クラブの子ども達と交流を深めながら汗を流し
ましょう。
日　時　平成２９年６月２４日（土）
　　　　　午前１０時開会予定
　　　　 （午前９時３０分受付開始予定）
会　場　 スポーツ健康都市記念体育館２

階メインアリーナ
※ すこやかクラブ会員でなくても参

加できます。参加希望の方は、下
記の電話番号までお申し込みくだ
さい。

手 話

訳通 だより

SIGN LANGUAGE
INTERPRETER 手話通訳者派遣事業懇談会

『聴覚障がい者のひろば』

　「薬を飲むとき、お茶で飲んでもいいの？」「目薬がうまくさせない」
「塗り薬の適量ってどのくらい？」など、疑問を感じていませんか？薬
剤師から薬の身近なお話をしていただきます。是非、ご参加ください。

日　　時　　平成２９年７月２３日（日）
　　　　　　午後２時～４時３０分（午後１時30分受付開始）
会　　場　　谷塚文化センター　第１・２学習室
内　　容　　基調講演「薬の正しい使い方」
　　　　　　講師：米

よねはな

花　亮
りょう

 氏（かばさん薬局 管理薬剤師）
　　　　　　 ※講演終了後、手話通訳者・要約筆記者派遣

事業の説明、懇談会を行います。
対 象 者　　 聴覚障がい者やそのご家族、聴覚障がい福祉

関係者など
参 加 費　　無　料
　　　　　　＊手話通訳、要約筆記がつきます。

　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。

～気軽に、無理なく、楽しく、自由に～ ふれあい・いきいきサロン

　平成２８年１０月より、大人から子
どもまで、みんなが誘い合って仲間の
輪を広げる場として「いきいきサンガ」
を始めました。サンガとは聞き慣れな
い言葉ですが、インド語で『仲良し・
仲間』という意味があります。毎月第
３日曜日（９月を除く年１１回）に、草加北ミニコミュニティセ
ンターにて開催しています。１回１００円をいただき、みんなで
お茶とお菓子を食べながら、和気あいあいと楽しくおしゃべりや
ゲームをして交流を深めています。
　お手玉や折り紙などの作品を作ったり、声を出しながら軽く体
を動かす体操もしています。それ以外にも、おいしくご飯が食べ
られるよう口の機能を保つための口腔体操や、体の健康チェック
も取り入れるなど、みなさんが「今日は来てよかった。また来月

も楽しみにしよう」と思えるように
工夫しています。
　始まってから１年未満の若いサロ
ンですが、これからも仲間と一緒に
仲良く、よりよいサロンを目指して
いきたいと思います。

　この地域にも、みんなが気軽に集ま
れる場所を作りたい・・・という思い
から、今年１月に瀬崎おしゃべりサロ
ンを立ち上げました。瀬崎コミュニテ
ィセンターで毎月第１・３月曜日（祝
日となる場合は休み）に開催しており、
毎回２０人以上の方が参加され、にぎやかに楽しく交流してい
ます。１回１００円で、お茶やお菓子もご用意しています。
　サロンの名前にも『おしゃべり』とあるように、ここでは参
加者同士のおしゃべりに花が咲いており、一人暮らしの参加者
の中には、「普段は一日誰とも話さずに終わってしまうこともあ
るけど、ここに来ると話をしたり笑ったり、とても楽しい」と
言う方もいて、おしゃべりだけでなく手芸や簡単な体操を行っ

たり、毎回みんなで歌を歌ったり、
楽しい時間を共有しています。
　もしサロンに興味のある方や、み
んなとおしゃべりを楽しみたいとい
う方がいらっしゃいましたら、ぜひ
遊びに来てください。お待ちしてい
ます。

いきいきサンガ瀬崎おしゃべりサロン
●代　　表：野村敏夫　●活動場所：草加北ミニコミュニティセンター
●活動日時：毎月第３日曜日　午後１時３０分～５時

～みんな仲良く、仲間の輪を広げよう～～楽しいおしゃべりで、みんな笑顔に～

●代　　表：小貫キミ子　●活動場所：瀬崎コミュニティセンター
●活動日時：毎月第１・３月曜日　午前１０時～１２時

このページに関する問合せ等については、地域福祉課まで　電話 048-932-6770
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX 048-932-6781（手話通訳専用）

　結婚５０年を迎えるご夫
婦を招き、アトラクション
や記念撮影などで金婚をお
祝いします。
参加を希望される方は、下
記の電話番号までお申し込
みください。

白熱する輪なげ競技

会員募集中!!
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「第24回 福祉まつりin草加」
　今回で２４回目を迎える福祉まつりin草加は「みんなでつくろ
うバリアフリーのこころ」をテーマとし、市内のボランティアサ
ークルを中心に福祉施設や関係機関の方々が一堂に会し、日ごろ
の活動の成果を発表するとともに福祉の情報発信の場として、毎
年開催しています。
　また、当日の運営を協力いただくチョボラ隊を募集しています。
　※高校生・大学生大歓迎。
　 　希望される団体等は、ボランティアセンター
　までご連絡ください。

11月12日（日）

開催決定

きっと見つかる

自分にできる

ボランティア
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①夏休みボランティア体験
　夏休み中の学生のみなさんを対象に、地域の福祉
施設や保育園等でボランティア活動する際の情報提
供や、紹介を行っています。
　興味のある方は、当センターまで問い合わせくだ
さい。

自転車
サルベージボランティア

福祉施設での
介助ボランティア

② ｢点字・手話親子体験｣
　○日　時　平成２９年７月３０日（日）
　　　　　　午前１０時～正午（点字体験）
　　　　　　 ※点字体験には、目の不自由な方と盲導

犬（イース）による講演会を予定してい
ます。

　　　　　　平成２９年８月６日（日）
　　　　　　午前１０時～正午（手話体験）
　○会　場　草加市社会福祉協議会会議室
　○対象者　小学生及びその保護者　定員各１０組
　○持ち物　筆記用具・飲み物等
　○申込み　 ６月１５日（木）～（定員になり次第締切）

平成２８年度小中学校作文コンクール
～人とのつながり・地域での支え合い～

　谷塚小学校５年生、高栁　芽
幸（まいしゃ）さん、谷塚中学
校１年生の大野さくらさんの両
名が、埼玉県社会福祉協議会主
催の当該コンクールにおいて優
秀賞に輝きました。
　今回は、高栁さんに取材をさ
せていただきました。
　作文の中で喫茶店を営んでい
るおばあちゃんがお客さんの体

調を気遣うやりとりは、人と人とのつながりを大事にするお
ばあちゃんの気持ちが、とてもよく伝わるものでした。
　この作文を通じ、高栁さんは、「人とのつながりは、あっ
たかいもの。何気ない地域の人の思いやりや優しさが沢山の
人に伝われば、もっと地域が素敵になると思います。」と話
してくれました。
　将来の夢は、書道の先生かファッションデザイナーになり
たいと話す高栁さん。
　終始、明るく爽やかな笑顔がとても印象的でした。

みんなで川をきれいにしよう

上手に手話表現はできたかな 点字で名刺を作りました。

おいしい食事をどうぞ！

優秀賞　おめでとう

きっと見つかるきっと見つかるきっと見つかる

この夏、

　始めるボラン
ティア

～新しい自分に出会
うため～

このページに関する問合せ等は、ボランティアセンターまで　電話 048-932-6772
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　当センターは開
設以来、幅広い相
談に対応してまい
りましたが、２８
年度は、新たに成
年 後 見 制 度 を 利
用される相談が多
い１年となりまし
た。
　また、法人後見（保佐）の受任件数は１０件を超え、ますま
す成年後見制度への期待が高まっていることがうかがえました。
　そのような中、２月・３月と、相次いで法人後見業務の対象
者（被後見人）が亡くなりました。お二人ともに、入所施設・
関係者・法人後見支援員の支援を受け、自分らしい生活を送ら
れていましたが、突然の病気により、急な最期となってしまい
ました。
　高齢・障害など事情はさまざまですが、後見業務は、ご本人
の最期までを支援する重要な任務です。天国のお二人への支援
では、センターの対応が行き届かない点もありましたが、この
たびの経験を今後の支援に活かし、センター事業の発展と支援
の強化につなげてまいります。
　故人のご冥福をお祈り申し上げます。

草加市役所

草加市役所
第二庁舎

郵便局

JA

西友

マルイ

草　

加　

駅

東
口

東
武
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
ラ
イ
ン

埼玉りそな
銀行イトーヨーカドー

コチラ
⬇

草加市自立相談支援窓口の愛称が決まりました！

ま る サ ポ の 業 務 内 容

１ 相談窓口
生活上の困りごとの相談を受けます。

２ 住居確保給付金
住居を失うおそれのある方等に就労支援をしなが
ら一定期間、家賃相当額を支給します。

３ 子どもの学習支援
高校受験の支援や学校の勉強復習等を行う学習教
室や家庭訪問等の家庭支援を行います。

４ 就労支援
ジョブスポット草加（ハローワーク）と連携しな
がら個々の状況に応じた就労支援を行います。

みなさんのお困りごとを“まるごと”引き受けられるように、自立相談支援窓口の名称
を『まるごとサポートSOKA』に変更しました。“まるサポ”とお呼びください。

ま　る　サ　ポ
草加市自立相談支援窓口の愛称が決まりました！
みなさんのお困りごとを“まるごと”引き受けられるように、自立相談支援窓口の名称
を『まるごとサポートSOKA』に変更しました。“まるサポ”とお呼びください。ま

る
ご
とサ

ポート

草加市自立相談支援窓口の愛称が決まりました！ごごご
ととササ

ポポ
SO

KA

施設に入っても常に離れた
子が心配 優しいお父さん 
Ｂさん

認知症になっても気配りと笑顔を絶や
さなかったＡさん （奥様と入所できた
施設で）

問合せ
  そうか成年後見サポートセンター
  電話 ０４８－９３２－６７８８

関係機関と連携しながら、その方の状況に応じた
支援を行います。お困りごとをご相談ください！

　「認知症になっても安心して暮らせるまち 草加」を目指し、
草加市内を走って心とタスキをつなぐイベントです。コースの
途中で介護施設などに立ち寄り、ランナーだけでなく入所者の
方達との交流も深めます。
　認知症の方が安心して暮らせるように…老若男女を問わず、
いつでも手を差し伸べてくれる人がいるまちづくりのために…
あなたもRUN 伴＋草加に参加してみませんか!?
※タイムを競うものではありません。
※ 走ることが難しい方のために、草加松原ウォーキングコース
ができました。

今年も走ります！ RUN 伴＋草加

平成２９年１０月２９日（日）９：００ スタート！

申込受付期間：６月１５日～７月３１日

　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）の相談に応じ、悩み解決のお手伝いをし
ます。
【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時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（祝・休日を除く）
　　　（一般相談・法律相談）

経済的問題等でお困りなら

権利擁護・成年
後見制度のこと

いろいろな悩み
を相談する
なら

まるサポ（まるごとサポートSOKA）
〒３４０- ００１５　草加市高砂１－７－３６
ＮＴＴ東日本草加ビル（１階）
電話０４８－９２２－０１８５

ふれあい福祉相談所
悩みごとの軽減に向けて、あなたと一緒に考えます。

　「認知症になっても安心して暮らせるまち 草加」を目指し、
草加市内を走って心とタスキをつなぐイベントです。コースの
途中で介護施設などに立ち寄り、ランナーだけでなく入所者の
方達との交流も深めます。
　認知症の方が安心して暮らせるように…老若男女を問わず、
いつでも手を差し伸べてくれる人がいるまちづくりのために…
あなたもRUN 伴＋草加に参加してみませんか!?
※タイムを競うものではありません。
※ 走ることが難しい方のために、草加松原ウォーキングコース
ができました。

今年も走ります！ RUN 伴＋草加今年も走ります！ RUN 伴＋草加

平成２９年平成２９年１０月２９日（日）９：００ １０月２９日（日）９：００ スタート！スタート！

申込受付期間：６月１５日～７月３１日申込受付期間：６月１５日～７月３１日申込受付期間：６月１５日～７月３１日

※内容や申し込みの詳細は、
　本会ホームページをご覧ください。http://www.soka-shakyo.jp

後見制度のこと後見制度のこと

そうか成年後見
サポートセンター
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介護講習ON社協だより 第₁₇回
口の中を清潔にしていますか？
虫歯や歯周病などが原因で、全身に悪影響を及ぼすことがあります。
口のケアをして、健康寿命を伸ばしましょう。

口の中を健康にして全身の健康につなげましょう。
こんな人は特に注意!!
・ 虫歯や歯周病、義歯（入れ歯）の不調に悩んでいる。
・ お茶や汁物などを飲むとき、むせることがある。
・ 歯の不具合や口臭が気になって、あまり人と話さない。

口腔ケアは全身の元気の源です
　高年者の方は、歯の数や唾液分泌量の減少、飲み込
み能力の衰えから、虫歯や歯周病だけでなく、誤嚥、
肺炎、窒息、細菌感染、低栄養などの危険が高まります。
　きちんと口腔ケアを行えば、これらの危険が少なく
なり、さらに食事や会話が楽しくなることで生活の質
も向上します。口の中の健康は、体全体の元気の源と
いえますね。
　口腔ケアについて、詳しく知りたいときは、お近く
の歯科医院で相談してみましょう。

　熱中症は、体内の水分や塩分のバランスが崩れ、
体温調節機能が働かなくなり、体温上昇、めまい、
体のだるさ、ひどいときにはけいれんや意識の異常
など、さまざまな症状を引き起こします。
　昨年、熱中症で救急搬送された方は全国で５万人
にものぼり、そのうち約半数を高年者が占めていま
す。高年者は、若い頃に比べ体内水分量が少なく、
脱水が起こりやすくなっています。体温調節機能や
感覚機能も鈍くなっているため、暑さやのどの渇きといった自覚症状に乏し
く、気付いた時には危険な状態になっていることも少なくありません。
　これから夏本番です。家族や周りにいる人たちが見守り・声掛けをしてい
くことで、高年者を熱中症から守っていきましょう。

　公益財団法人さいしん福祉財団主催による介護者リフレッシュ旅
行のご案内です。
　ぜひ参加していただき、日ごろの疲れを癒してください。

１　対象者　 草加市在住で、自宅で介護をしている家族介護者の方
２　日　程　平成２９年１１月８日（水）～９日（木）
３　旅行先　福島県　芦ノ牧温泉＜大川荘＞
４　集　合　（１）時　間　午前８時３０分
　　　　　　（２）場　所　 社会福祉法人草加市社会福祉協議会
５　定　員　20人
６　費　用　無料
　　　　　　 （旅行中のショートステイ又はデイサービス利用料を、

12,000 円を限度として、さいしん福祉財団が負担）
７　申込期限　平成29年９月 22日（金）
　　　　　　　（定員になり次第締切）
申込み・問合せ　介護課　電話 ０４８－９３２－６７７７

１ こまめに水分・塩分を補給する

　（一日の摂取目安 高年者１０００ml）

　 ※就寝前、入浴前後は、コップ1～ 2 杯の水分摂取を

心掛けましょう。

２  空調を利用し、室内を適度

な温度・湿度に保つ。（室温

２８℃、湿度６０％を超えな

いように、調整しましょう。）

３ 日傘や帽子を着用する。

４ 食事や睡眠を十分にとる。

５ 周りにも気配りをする。

熱中症を予防する５つのポイント

熱 中 症 対 策自分で防ごう みんなで守ろう

あなたも認知症サポーターになりませんか？
認知症サポーター養成講座を開催します！

　認知症サポーターとは、認知症について正しく理解し、偏見を持たず
認知症の人や家族に対して温かい目で見守る『応援者』のことをいいます。
　あなたも認知症サポーターとして認知症の人や家族の応援者になりま
せんか？
　みなさんの申し込みをお待ちしています。受講された方には、埼玉県
認知症サポーター証とオレンジリングをお渡しし
ます。

日　時　平成２９年７月６日（木）
　　　　午前１０時～正午
会　場　草加市文化会館２階　第１・第２研修室
定　員　３０人
申込み　６月１５日（木）～　（定員になり次第締切）
問合せ　松原・草加東部地域包括支援センター
　　　　電話　０４８－９３２－６７７５

（上）サポーター証と
（下）オレンジリングです！

普段の生活でできる　口腔清掃と口腔体操
口 腔 清 掃 口 腔 体 操

毎食後の歯みがき
　歯ブラシ、歯間ブラシ、
糸式ようじなどを上手に
使い分けましょう。

義歯（入れ歯）の手入れ
　専用の歯ブラシでみが
き、寝るときは外して保管
しましょう。

舌の手入れ
　細菌繁殖や口臭の予防
のために舌の汚れ（舌苔）
も取りましょう。

　口を閉じたま
ま、ほおをふく
らませたり、す
ぼめたりする。

　口を大きく開け
て、舌を出したり
引っ込めたりする。

　舌を出して、
上下や左右に
動かしてみる。

1

2

3
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次号の「そうか社協だより」（第１５２号）は平成２９年９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　登録訪問介護員　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
ヘルパーさん募集中！！

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）

社協に寄せられた皆様の善意
平成２９年３月７日～６月５日

　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。

（敬称略　単位：円）

氏名・名称 寄付金額
旭町団地自治会 8,750 
草加西部地区社会福祉協議会　地域ふれあい事業

（野菜バザー・日用品バザー・募金箱） 82,694 

小川　智恵子 100,000 
草加市ダンススポーツ連盟 30,000 
埼玉県スポーツ吹矢協会　草加栄支部 9,200 
草加ボーイズ後援会（前　オール草加ボーイズ） 10,543 
第24回チャリティ歌と踊りの祭典実行委員会　草加市カラオケ連合会 50,000 
株式会社　小山建設 20,000 
ギターアンサンブル　シンシア 3,000 
椛島　幸夫 10,000 
間中　艶子 10,000 
草加落語会 18,200 
鈴木　勝四郎 3,601 
新善町子ども会 5,000 
平成29年度第36回埼玉県空手道剛柔流選手権大会 22,058 
草加中央ボランティアクラブ 100,000 
匿名５件 56,000 

合　　　　　計 539,046 

氏名・名称 寄付物品
柳橋　恵美子 はがき71枚
北山　重治 男性用下着31枚
明治神宮崇敬会 洗剤一式

匿名 カーナビゲーション一式
ドライブレコーダー

登録訪問介護員

日時　平成２９年８月２５日（金）
　　　午前の部　１０時３０分開場・１１時開演
　　　午後の部　　１時３０分開場・　２時開演
会場　草加市文化会館ホール
料金　前売券５００円・当日券７００円
　　　（大人・こども一律料金　２歳未満は無料）
　　　※ 前売券完売の場合、当日券の販売はありません。

ご了承ください。
前売券販売所
① 草加市社会福祉協議会
　午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日を除く）
② 草加市文化会館
　午前９時（初日のみ午前１０時）～午後９時
　（７月５日（水）・８月２日（水）を除く）
問合せ　地域福祉課　０４８－９３２－６７７０
※この事業は、赤い羽根共同募金配分金を活用しています。

第３７回夏休み親子のつどい　ぬいぐるみミュージカル

「白雪姫と７人の小びと／ヘンゼルとグレーテル」

前売券の販売
６月28日（水）から
始まります！

会員の種類 金額
（１口当たり） 対　象

個人会員 ５００円 本会の活動に賛同す
る世帯・個人

特別会員 ３，０００円 本会の活動に特に賛
同する個人、企業

団体会員 ５，０００円 本会の活動に特に賛
同する団体、施設

賛助会員 １，０００円 本会の活動に賛同す
る個人

～ふれあい、支え合う地域社会を目指して～

会 費 の 種 別・会 費

平成２９年度
社会福祉協議会  会員募集
　草加市社会福祉協議会では、市内での福祉
活動を推進しています。市民の皆様、企業等
の皆様には、社会福祉協議会の事業活動にご
理解、ご協力をお願いします。

会費の活用について

・ 高年者、障がい者、児童・青少年のために

・ボランティア育成のために

・地域福祉活動推進のために 獨
協
大
学
前

（
草
加
松
原
）

社会福祉協議会 案内図

平成２８年度赤い羽根共同募金追加分実績報告（平成２９年３月３日～３月３１日）　（単位：円）

名　　　　　称 金　　額
メイツ草加自治会 ３４，０００

（株）伊藤園 ２，４５９
コカコーライーストジャパン（株） ２３６
市内小学校（新里・清門・松原） ４３，９１７
市内中学校（草加・花栗） ２４，００５
ほっぺるランド草加松原 １，１６０
草加市商店連合事業協同組合 ５８，６１５
草加市社会福祉協議会募金箱 ５，７２４

合　　　　　　　計 １７０，１１６

会員募集に関する問合せは、総務課まで。
電話０４８－９３２－６７７０


