
　

赤い羽根共同募金運動が始まります。
ご協力お願いします！

　この募金は、学校や地域で行われる福祉教育やボランティア体験、地域から孤立をなくすための
事業や地域の交流を深めるための事業など、みなさまの地域でさまざまな福祉活動に活用しています。

●１０月２日（月）
●谷塚・草加・獨協大学前・新田の各駅
●午前１０時３０分～１１時３０分
●午後６時～７時

街頭募金の日程

妖怪ウォッチコラボ
グッズをプレゼントします！

１０月２日は、市内４駅で
街頭募金を実施します！

次のような方法でも、
募金運動を展開しています！

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

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９月１５日発行

No.152

まちがいをさがしてみよう

（正） （誤）

●●●●

おかげさまで70周年

募金は、
次の事業に
活用されています。

市町村社会福祉協議会が

行う福祉活動に
・ 子育ての悩みや共有できる憩いの場作り
・  学校や地域で行われる福祉教育やボラン
ティア体験　など

地域から孤立をなくすための

事業や災害に備えた活動に
・ 閉じこもり防止のため
 のサロン活動
・ 住民同士の見守り
 ネットワーク活動など

社会福祉施設の補修や

備品の購入に
・ 老朽化による建物の
 補修
・ 外出支援のための
 リフト付き自動車の
 購入　など

地域で活躍する

ボランティアの活動に
・ 福祉情報の発信や
 電話相談
・ 障がい者社会体験
 や就労のための
 支援　など

災害時にボランティア等を

支援するための準備金に
・ 災害ボランティアセン
 ターの開設や被災者
 支援活動

１０月２日の街頭募金で寄付をしていただいた方に

販 売 額：�１枚１，０００円（このうち、
　　　　　５００円分が募金額）
販売期間：�平成２９年１０月２日～平成３０年３月３１日

（土・日・祝日を除く）
販売場所：草加市社会福祉協議会
　　　　　�そのほか、草加市内の各イベント会場でも販売

を予定しています。（そうか宿場まつり・ふさ
さら祭り・福祉まつりなど）

　　　　　詳しくは、お問い合わせください。

クオカード・図書カード

図書カード

クオカード

10
月
１
日
か
ら

　草加市内の商店や企業などに赤い羽根共
同募金のキャラクター募金箱の設置協力を
お願いしています。
　見かけたときは、ぜひご協力ください。

　飲料水の売上の一部が募金になる共同募
金協賛型清涼飲料水の自動販売機です。
　自動販売機の設置にご協力ください。

募金箱の設置

自動販売機の設置
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　草加市すこやかクラブでは会員を随時募集しています。入会
資格は、草加市在住で６０歳以上であることです。
　各クラブ会員は、レクリエーション活動やボランティア活動
などに、熱心に楽しく参加しています。

グラウンド
ゴルフ 健康体操 民　謡

カラオケ 書　道 手　芸

　「新しいことを始めたい」「仲間を作り、充実した生活を送り
たい」と考えているあなた。すこやかクラブに入会してみませ
んか。
　入会に関する問合せは次のところまで。あなたの近くのすこ
やかクラブを紹介します。

　今回は、安行地区民生委員・児童委員協議会（以下「安行地
区民児協」）で行われている活動について、天野達雄会長に伺い
ました。
　安行地区民児協は、花栗・苗塚町・小山・北谷・北谷町・原
町が活動区域となっています。この区域を、２８人の民生委員・
児童委員が担当しています。
　「笑顔でtake　action- ２８」を合言葉に、２８人で行動を起こ
すこと、笑顔であいさつすること、皆で考える民児協であるこ
とを大事にして、和気あいあいと活動しています。
　私たちの活動の一つに「小さな旅　笑顔の集い」があります。
地域の一人暮らし高年者の方々をお誘いして、一緒に出掛ける
日帰りバス旅行です。
　平成２年から開始して、今年が２８回目を迎える伝統的な事

業となっています。今年は成田山方面に行き、その移動の車中で、
レクリエーションを楽しんだり、振り込め詐欺防止や交通事故
注意のお知らせをしたりと、コミュニケーションを図る良い機
会にしています。
　民生委員の役割は、地域の身近な相談相手として、課題が解
決できるよう必要な支援につなぐことです。ネットワークで支
えることができるよう、これからもチームワーク良く活動して
いきたいと思います。
　このように天野会長は語ってくださいました。

草
加
市
民
生
委
員
・
児
童
委
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会
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か
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笑って学ぼう ～相続と認知症について～

福祉講演会

安行地区民生委員・児童委員協議会

前号（６月１５日発行　第１５１号）の１面で掲載した『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』の記事において、編集上の
不手際により、掲載されている方とは異なる方が作成した記事を差し替えて掲
載してしまいました。掲載記事の寄稿者及び寄稿者とされた掲載者並びに関係
の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

　分かりにくい相続や認知症問題もこれを
聴けば大丈夫。創作落語を交えて、楽しく
学べる講演会です。
　誰もが避けられない相続や認知症の問題
を分かりやすく話します。
　きっとあなたの役に立ちます。

　相続専門の会計事務
所を運営する傍ら、社
会人落語家として年間
５０回のペースで落語
ボランティアを実施。
現在は、相続対策や
認知症問題をテーマと
した創作落語をつくり、
地域の敬老会、高年者
サロンなどでの講演会
を中心に活動している。

皆さんの元気な顔が、
私たちの何よりの喜びです！

レクリェーションや
ボランティア活動で余暇を充実

講師プロフィール

【問合せ先】地域福祉課　電話　０４８－９３２－６７７０

～ 安心を 笑顔がむすぶ  
支えあい ～

　市内１２の地区社会福祉協議会（地区社協）では、毎年、７５
歳以上の市民を対象に敬老会を開催しています。
　草加中央地区社協（高砂・住吉・神明・中央・吉町・手代町）では、
９月の初旬から地区内の敬老対象者２，９１８人に対し、町会・自

募集

日　時：�平成２９年１０月１７日（火）�
午後３時～４時（予定）

会　場：アコス南館７階　アコスホール
講　師：�石倉公認会計士事務所代表　　

（公認会計士・税理士）
　　　　石倉　英樹　氏（参遊亭　英遊）
定　員：５０�人（定員になり次第、締切）
費　用：無料

【申込み・問合せ先】　
地域福祉課 ボランティア担当

電話　０４８－９３２－６７７２

お詫び

そのほか、
さまざまな活動を

しています！

♪〜

治会の関係者などが１件１件訪問して、祝い品を届けています。
　また、９月７日には中央公民館ホールで式典を開催し、参加者
からはカラオケの披露がありました。
　まさに、地域住民による手作りの敬老会です。
　各地区社会福祉協議会では、毎年、趣向を凝らした敬老のお祝
いを企画しています。これから参加される方には、地域の皆さん
の想いを感じていただければ幸いです。
　今年参加できなかった皆さんは、来年、元気な顔を見せてくだ
さい。

今年で２８回目の歴史ある交流イベント

地域住民による手作りの敬老会

最後にみんなで合唱 髙橋会長「皆さん、元気そうで何よりです」 今日一日　楽しんでくださいね
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　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

　今年４月に、「誰でもが気軽に集まれるふれあいの場」として、
「サロン松原」を立ち上げました。毎月１回、松原ミニコミュニ
ティセンターにて開催しています。
　「元気にお過ごしでしたか？」「今月も楽しみに来ました」
そんな会話から始まるサロンでは１回１００円をいただき、お
茶とお菓子を食べながら、和やかな雰囲気の中でおしゃべりを
楽しんだり、折り紙やカラオケもしています。
　また、地域包括支援センターや保健センターの職員から健康
や介護についての話をしていただき、知識を深めています。
　これからも、みなさんと一緒によりよいサロンをつくってい
きたいと思いますので、興味のある方がいらっしゃいましたら、
ぜひ遊びに来てください。

　自分たちの地域にも交流の場を作りたいと思い、地域の仲間
４人で今年４月からサロンを始めました。「お互いさまの心がけ
で、何があっても前向きに」をモットーに、毎月第１月曜日（８
月と１月は休み）に新田西文化センターで開催しています。
　スタッフはおしゃべりボランティアの支援員でもあるため、
おしゃべりを中心としたサロンにしたいと思い、テーマを決め
ておしゃべりを楽しんだり、同じセンターで活動している紙芝
居やハーモニカのサークルをゲストに招いたりして交流してい
ます。
　１回１００円をいただき、お菓子やお茶もご用意しています。
　始めたばかりで少人数ですが、皆さんが気軽に立ち寄れて、
ほっとできるような居場所にしていきたいと思います。

サロン松原 スマイルサロン
●代表　牛

うしやま

山　守
もりひさ

久
●活動場所　松原ミニコミュニティセンター

※ 会場の都合により活動日時が毎月異なるた
め、今後の開催日時については、地域福祉課
までお問合せください。 ●代表　松

まつおか

岡　尊
きみこ

子　●活動場所　新田西文化センター
●活動日時　毎月第１月曜日　午前１０時～正午

地域での支えあいを
考えよう ～ひとりひとりが支え上手・

支えられ上手を目指して～
　地域における支え合いの大切さについて考えるきっかけづくりとして
６月２７日に草加市立中央公民館で開催した「ふれあい・支えあいフォー
ラムｉｎ草加」には、約３８０人の市民が参加しました。
　さらに、このフォーラムの内容を掘り下げるために草加市文化会館で
開催した８月９日の「ふれあい・支えあいを考える会」には、フォーラ
ム参加者など６２人が集い、「地域にどんな活動があるんだろう」「こん
な活動があったらいいな」など、より具体的な支え合い活動についての
話し合いを行いました。
　今後は、下表のとおり第２回のふれあい・支えあいを考える会や住民
参加型の地域ふくし懇談会を各地区で開催し、それぞれの地域における
福祉課題や生活課題の解決策について考えていきます。
　地域を支えあいや助け合いで満たしていくためにも、多くの皆様の参
加をお待ちしています。

地区名 日　時 会　場

安行地区
（ 原町、北谷、北谷町、小山、花栗、苗塚町）

１０月２９日（日）
午後１時～

原町コミュニティ
センター

稲荷地区（稲荷、松江５～６） １１月２日（木）
午後１時～

稲荷コミュニティ
センター

谷塚西部地区
（ 谷塚上町、谷塚仲町、新里町、両新田
東町、両新田西町、柳島町、遊馬町）

１２月１０日（日）
午後３時～

柳島コミュニティ
センター

日　時 会　場
１１月２１日（火）午後２時～ 草加市文化会館

「第１回ふれあい・支えあいを考える会」の様子

　  今後の予定

【問合せ】
地域福祉課　電話０４８－９３２－６７７０

●地域ふくし懇談会

●第２回　ふれあい・支えあいを考える会

私たちの地域では、
小学生や高年者の見守りを

やっているし、
サロンもあるね。

気軽に集まって、
おしゃべりできる場所が

ほしいなぁ。
ゴミ出しや買い物の
ボランティアもあると

いいね。

子どもの居場所とか、
若い世代と交流できる
場所も必要だね。

皆さんからの電話を
お待ちしてます。

初めての方でも大歓迎!!
参加お待ちしています

すてきな作品ができました。

介護予防について勉強中。

紙芝居や歌で楽しいひととき
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７階　ホール ７階 ホワイエ ６階 ギャラリー 草加駅東口広場 野外ステージ
10:05 小山太鼓保存会（和太鼓演奏）
10:30 草加市立松江中学校（和太鼓演奏）
10:50 草加光陽育成会ＳＫＩＰ（よさこい）
11:05 榮光の家（ダンス）
11:15 草加アラ神マジッククラブ（マジック）
11:40 ＡＳＫ歌謡連盟（唄）
12:15 ザ・プライム（バンド演奏）
13:10 ＜元パリコレモデルが目指す
 ノーマライゼーション社会の実現＞
  ～スマイルスペシャルファッションショー～
 髙木　真理子 氏（講演）
14:10 「発達障がいについて」
 草加市障がい者施策協議会
 北島　多恵 氏（講演）
14:35 ア・モーレ＆そうか光生園
 （車いすダンス）
14:55 つばさの森（ダンス）
15:10 ほのぼのクラブ（演奏）

15:45 閉会

◆お楽しみバザー

◆作品展示
　　　＆
　パネル展示

◆スタンプラリー
　（朗読）

15:45　閉会

◆こども
　　　遊び
　　　コーナー
　おもちゃで
　　　　あそぼう
　コマまわし
　お手玉
　折り紙
　手作りおもちゃ
　　　　　　など

◆スタンプラリー
　車いす
　アイマスク
　高年者疑似体験

◆健康チェック
　　　　コーナー

◆模擬店

15:45　閉会

10:30 歌声喫茶（うたごえサークル銀河）

11:00 オープニングセレモニー

11:30 櫻川流江戸芸かっぽれ（草加かっぽれ道場）

11:45 尺八で奏でる歌謡ポップス（尺八の会）

12:15 フラダンス(新田フラサークル)

12:30 昭和を唄う（昭和を唄う からたちの花）

13:00 ときそば（しばぐり）

13:15 櫻川流江戸芸かっぽれ（草加かっぽれ道場）

13:35 歌声喫茶（うたごえサークル銀河）

14:05 フラダンス（新田フラサークル）

14:20 歌の旅日記（日本列島北から南へ）（しばぐり）

14:40 キッズダンス（Ｊ☆Ｓｔｕｄｉｏ）

15:10 よさこい鳴子踊り（よさこい・そうか連）

15:45 閉会

　タイムスケジュール （予定）

マルイ草加店への５階通路10:30 ～ 15:45
◆スタンプラリー（点字・手話）
◆障害年金相談（障害年金サポートグループ）

開始時間は午前１０時からです。なお、準備等の都合で７階ホール、野外ステージは開始時間が異なります。ご了承ください。

No. ５６

当日のボランティア「チョボラ隊」を募集しています！ご協力をお願いします。

テーマ
〈元パリコレモデルが目指す

ノーマライゼーション社会の実現〉
～スマイルスペシャルファッションショー～

Ｐｒｏｆｉｌｅ
　ファッションモデルとしてＣＯＭＭＥ　ｄｅｓ　ＧＡＲＣＯＮＳ
（コム・デ・ギャルソン）のコレクションでデビュー。世界的有名デザイ
ナー三宅一生氏に招かれ、パリコレにも参加。その後、日本をはじめ、
アジア、ヨーロッパでも一流デザイナーのコレクションに出演し、モデ
ルとしてのキャリアを確立。
　現在は、髙木真理子独自のウォーキングメソッド「ｐｅｒｆｅｃｔ　ｗ
ａｌｋｉｎｇ」を日常生活の中に取り入れ、健康に導くウォーキングを
提唱するとともに知的障がい児童とその家族に向けた「スマイルウォー
キング倶楽部」の責任者として、親と子の自立支援及び知的障がいの人
たちの理解を深めるための活動を、若者に向けて発信している。
　特に、ユーモアのある表現方法と愛情をもって厳しく指導する姿には
定評があり、ファンも多い。

講師　髙木　真理子 氏
ウォーキングディレクター
一般社団法人スマイルウォーキング倶楽部
代表理事

講 演 会

街グルin草加２０１７
同時開催
会　場

草加小学校周辺

みんなでつくろうバリアフリーのこころ第２４回

日時・会場

午前１０時～午後３
時４５分

草加駅東口広場＆ア
コス

１１月１２日 (日)
平
成
29
年

No. ５６No. ５６

福祉まつりin草加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

福祉まつりin草加

歌・踊り・演奏など 体験コーナー（スタン
プラリー

）

お楽しみバザー

模　擬　店

音楽や踊りで
盛り上がります。

福祉施設等の作品や、
けん玉、コマなど楽しく
遊べるコーナーです。

車いす・手話・点字など
を体験し、景品をゲット
しよう！

やきそば、甘酒、小松菜
マフィンもあります。

売切れ御免、欲しいもの
がたくさんあります。

作品展示・こども遊び
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このページに関する問合せ・申込みは、ボランティアセンターまで　電話 048-932-6772

　草加地区更生保護女性会との共催で、子育て支援事業の一環
として開催します。人間の発達過程で大切な時期に、子どもの
気持ちに耳を傾ける効果的なコミュニケーション方法を学びます。
日　時　平成２９年１０月１１日（水）　午前１０時～正午
会　場　草加市文化会館　第１会議室
対　象　子育て中の父親及び母親
テーマ　「あなたが伝えたいのは愛？それともイライラ？
　　　　 ～みんながハッピーに

なれるコミュニケー
ション術～」

講　師　 親業訓練
 シニアインストラクター
 今井　真理子 氏

～やってみよう。車いすバスケに挑戦！～
　草加市体育協会の協力のもと福祉教育の一環として、車いす
バスケットボール体験講座を開催します。
日　時　平成２９年１２月１７日（日）午後１時～３時
会　場　草加市スポーツ健康都市記念体育館
講　師　森田　俊光 氏（埼玉ライオンズ）　　　　
対　象　 市内在住・在学の小学校４年生～６年生の児童（保護

者の参加も大歓迎）
定　員　３０人（定員になり次第、締切）
持ち物　 屋内用運動靴、運動ができる

服装、筆記用具
参加費　無料
※ 初めての方でも大丈夫。興味がある
方は、ぜひご連絡ください。

デイジー※
１図書の普及・促進を図るため、視覚障がい者等を対象

にプレクストーク※
２の基本操作や使用方法などを丁寧に分かりや

すく説明します。
日　時　平成２９年１２月１３日(水)
　　　　午後１時３０分～３時３０分
会　場　草加市文化会館
講　師　宮田　新一氏（視覚障がい者虹の会会長）
対　象　① デイジー図書を利用している方。またはデイジー図

書を利用してみたい方
　　　　②プレクストークの操作を学びたい方
　　　　 　 ※ プレクストークを所有している方は、当日持参し

てください。
定　員　 ２０人（定員になり次第、締切）

　公共の交通機関を利用することが困難な高年者・障がい者の移
送を目的とした運転協力者(カーボランティア)を募集しています。

　※ 条件…普通自動車運転免許所有者
で、３年以上の運転歴があり、健康
で安全な運転ができること

　　（平日、活動可能な方）

❶ボランティアをはじめようとしたきっかけは？
　以前から、保育士の仕事に興味がありました。学校の授業
の一環で、１回だけ実習を受けたことがあるのですが、もっ
と保育について学びたくて夏休みボランティア体験に参加し
ました。

❷実際に子どもたちと触れ合った感想は？
　もともと子どもと話したり遊んだりするのは好きなので、
とても楽しくボランティア活動に参加できました。子どもた
ちが、「おはよう」と元気にあいさつしながら周りに集まって
くれたとき、笑顔がとてもかわいくて印象的でした。

❸ボランティア活動を
始める前と後では、自
分の中で心境の変化は
ありましたか？
　施設の職員の方々に
は、わからない時など
親切にご指導いただき
ました。また今回の保
育ボランティア活動を

　今年も小学生から大学生まで、たくさんの人が夏休み中のボランティア
活動に参加しました。
　今回は市内在住の横田　萌乃さん(高校２年)からボランティア活動に参加
した感想を聞きました。

通じ、本当に貴重な体験をさせていただきました。
　保育の仕事で大切なことは、まず子どもたちにやらせてみ
て、できないことをできるようにサポートしてあげる。こう
いうことも子どもの成長を見守る保育士にとってとても大切
な事なんだということを学びました。

❹将来の夢を聞かせてください。
　将来は保育の仕事に就きたいです。保育士は大変だけどや
りがいのある仕事なので、次回も機会があれば、保育のボラ
ンティア活動に参加したいです。

　授業での保育実習がきっかけで、ボランティア体験に参加
した横田さん。今回の体験で、保育の仕事に就きたいという
気持ちがますます強くなったようです。
　参加した皆さん、ボランティア活動お疲れさまでした。今
回の体験は、また一歩成長した新しい自分に気づく良い機会
になったと思います。

　ボランティアセンターでは、皆さんのボランティア活動を
支援しています。活動希望の方は、ボランティアセンターま
でご連絡ください。

夏休みボランティア体験レポート 2017

●ボランティア体験施設　やなぎしま保育園

● 親業訓練講演会を開催します ● 〜はじめよう！ボランティアで社会貢献〜
● 運転協力者(カーボランティア)を募集 ●

●車いすバスケットボール
体験講座（小学生向け）●

〜デイジーを通じて好きな本を読もう〜
●プレクストーク操作研修を開催 ●

マメ知識
※１  デイジー
 電子記録された図書等
※２  プレクストーク
 デイジーを再生する機械

参 加
したい

鉄棒は、上手にできたかな？

夏休みのいい体験になりました。
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　そうか成年後見サポートセンターでは、さまざまな相談を
受けています。
　最近では、「ひとり暮らしで親族と疎遠」「兄弟姉妹や子の
ない夫婦」といった方から、将来に不安を感じるとの相談が
多くなりました。
　そこで今回は、障害や認知症などで判断に困る前の対応に
ついての講習会を開催します。

　草加育ち。幅広い知識と多くの経験をお持ちで、いち早く成年後
見に取り組んだ、草加市の権利擁護の第一人者です。
　当日は、後見・遺言・事務委任・死後事務委任など、将来への備
えについてお話いただきます。福祉関係者も必聴です。

講師　司法書士　松
ま つ も と

本　容
よ う こ

子 先生

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
⬇

ま・る・ご・と サポート　ケース紹介

　まるごとサポートＳＯＫＡは、草加市から生活困窮者自立相
談支援事業を受託し、生活にお困りの方の支援をしています。
　今号では、実際に対応しているケースを紹介します。
（※生活状況等は加工してあります）

そうか成年後見サポートセンター
電話 ０４８－９３２－６７８８（直通）
つながりにくい場合は、０４８－９３２－６７７０（代表）でも受付

申
込
み

　誰にも言えずに、一人で悩んでいませんか？
　誰かに話すことで気持ちは軽くなります。
　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）を一緒に考え、解決の糸口を探します。

【一般相談】（電話・来所）
　相談日時：毎週金曜日
　　　　　　午前１０時～午後３時
　費　　用：無　料

【法律相談】
　（相談希望日の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（祝・休日を除く）
　　　（一般相談・法律相談）

まるサポ（まるごとサポートSOKA）
草加市高砂１－７－３６ ＮＴＴビル
電話０４８－９２２－０１８５

まるごとサポート SOKA

Ａさん（７０代・男性）『知人と同居しており、家賃は安いものの、高齢になり仕事が少なくなっ
てしまった。生活費が不足している』

ま る サ ポ

日　時：平成２９年１１月２９日（水）
　　　　午後２時～３時３０分
会　場：草加市文化会館レセプションルーム
費　用：無料
定　員：８０人（先着順）
　　　　電話でお申込みください。

まるごとサポート
元々は、自立した生活を送っていた
そうです。収支の状況を詳しく確認
して、課題解決を図りたいですね。

担当の地域包括支援センター
確かに、給料は減ったようですが、友人との飲食で
何度もおごってしまうそうです。

行政職員
緊急保護が必要であれば、施設入所の検討もできますよ。

　知人はＡさんのことを心配しており、「生活費の管理を徹底してくれれば、家賃の支払いは、しばらくの間半額で良い」との提案が
ありました。Ａさんは知人の提案を受け入れ、生活の再建に向けた計画を作成。まるサポの支援を継続しています。

⇒Ａさんを見守っていた地域包括支援センターを通じて“地域ケア会議”に参加。
収支の把握と金銭管理の助言等は、まるサポが中心に支援することになりました。

課題の整理が難しい方・一人で解決ができない方など
お困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひご相談ください！

てしまった。生活費が不足している』

元々は、自立した生活を送っていた
そうです。収支の状況を詳しく確認
して、課題解決を図りたいですね。

確かに、給料は減ったようですが、友人との飲食で
何度もおごってしまうそうです。

緊急保護が必要であれば、施設入所の検討もできますよ。

あなたの悩みを少しでも軽くしたい。
なんでも話してください。

日　時：平成２９年１１月２９日（水）
　　　　午後２時～３時３０分
会　場：草加市文化会館レセプションルーム
費　用：無料
定　員：８０人（先着順）
　　　　電話でお申込みください。

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

なら

いろいろな悩み

ふれあい福祉相談所自分らしい
将来のために

成年後見講習会
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　埼玉県では平成２８年に１５１人もの方が交通事故で死亡し、全国ワースト７位となっ
ています。そのうち高年者が半数以上を占めており一層注意が必要です。
　交通事故に遭わないようにするためには、自分自身の身体の変化を理解し、余裕を持っ
て行動することが大事です。
　一人ひとりが交通ルールを守り、正しい対策をすることで多くの事故を未然に防ぐこと
ができます。みなさんの力で、「安心・安全に暮らせるまち　草加」をつくっていきましょう！

守ろう！交通ルール  防ごう！高年者の交通事故
もしかして（危険予測）
・ もしかして、自動車、バイク、自転車、歩行
者が来るかもしれないという意識が大切です。

とまる（一時停止）
・ 「まだ間に合う」は危険です。信号が点滅し始
めたら横断を止めましょう。

み　る（安全確認）
・ 左右、前後、周りが安全かどうか自分の目で
しっかり確かめましょう。

ま　つ（安全確保）
・ 心と時間にゆとりを持ち、安全が確保される
まで待ちましょう。

たしかめる（再確認）
・ 安全に横断、通行できるかどうか、もう一度
確認しましょう。

　横断歩道のない道路を横断中の事故
が増えています。急な進路変更、斜め
横断は絶対に止めましょう。

　夜間の外出は反射材を身に付けた
り、明るい服装を心掛けましょう。

　車の通過直前・直後の横断は危険で
す。特に、左から来る車との事故が多
発しているので注意しましょう。

　自宅から５００メートル以内での事
故が多発しています。慣れた道でも油
断は禁物です。

歩行者・自転車

夕 暮 れ 時

左から来る車

自 宅 付 近

～交通事故から身を守る５つの行動～
（埼玉県ホームページより抜粋）

5

4

3

2

1～高年者の交通事故の特徴～

※足あとの動き→

認知症予防には、「体」と「脳」の運動が有効なことが研究で明らかになっています。
頭を使いながら運動をするコグニサイズとシナプソロジーのエクササイズの一例を紹介します。

・疲れやすくなった。
　 （少し動いただけで休みたく
なるなど）

・歩くのが遅くなった。
　 （青信号で渡りきれなくなっ
たなど）

・筋力が低下した。
　 （重い物を運ぶことが大変にな
ったなど）

・ 運動やスポーツをしなく
なった。
　 （家にいることが多くなったなど）

こんな人にオススメ！コグニサイズとは
　国立の研究機関が開発した運動と認知課題を組み合わ
せた、認知症予防を目的とした取り組みの総称を表した
造語です。コグニション（認知）とエクササイズ（運動）
を組み合わせてコグニサイズと言います。

介 護 講 習ON社 協 だ よ り 第１８回

　コグニサイズもシナプソロジー
も、五感や認知機能に新しい刺激
を与えて体や脳の活性化を図る内
容になっています。間違えても笑
って楽しんで行うことが大切です。
　１日１回でも、毎日行うことで
体や脳の活性化が期待できます。
　無理をせず、自分のペースで継
続しましょう。

ステップ運動＋拍手
　左右のステップ運動を繰り返しながら数を数え、
３や５の倍数のときに拍手をする。
例：３の倍数で拍手

シナプソロジーとは
　昭和大学脳神経外科 藤

ふじ

本
もと

司
つかさ

名誉教授のアドバイスの
もと、フィットネスクラブを運営する企業が独自で開発
した脳活性化メソッドです。五感や認知機能への新しい
刺激に反応することで脳の活性化が期待できます。

エクササイズ ３で止まる
【基本動作】
その場で足踏みを行い、数を言い
ながら３つずつ区切って止まる。
止まるときは、片足で立つ。
例：123、456、789…

【スパイスアップ１】
数を五十音に変えて、
３つずつ区切って止まる。
例：あいう、えおか、きくけ…

【スパイスアップ２】
数と五十音を混ぜる。
数２つと五十音１つを組み合わせ、
３つずつ区切って止まる。
例：12 あ、34 い、56 う…

※「スパイスアップ」とは、五感や認知
　機能への刺激を変化させることです。

介護者リフレッシュ旅行の参加者募集
　６５歳未満の人が発症する認知症を、「若年性認知症」と呼びます。
働き盛りで家族を支える立場にいる方が発症すると、生活に影響を及
ぼします。
　この機会に、専門医から若年性認知症について学び、介護者からの
体験談を聞くことで、若年性認知症について理解を深めてみませんか？

テーマ　 「若年性認知症とその家族」
　　　　※介護者の集い『オアシス』との共催です。
日　時　平成２９年１１月８日（水）　午後１時３０分～４時
講　師　新潟県南魚沼市立ゆきぐに大和病院院長　宮

みや な が

永　和
か ず お

夫　先生
内　容　講演と家族からの体験談
会　場　さいゆうヴィレッジ ３Ｆ 会議室（埼友草加病院）
定　員　８０人
申込み　９月１９日（火）から（定員になり次第、締切）
問合せ・申込み先　松原・草加東部地域包括支援センター
　　　　　　　　　電　話　０４８－９３２－６７７５

講演会のご案内

～若年性認知症を知っていますか？～～

　さいゆうヴィレッジ ３Ｆ 会議室（埼友草加病院）

　松原・草加東部地域包括支援センター

➡

➡

➡

➡

１背筋を伸ば
し、両足を揃
える。

２右足を右
横に大きく
広げる。

３右足を元に
戻す。

４左足を左横に
大きく広げる。

左足を戻して、 
１～４を繰り返す。

パン！

左
足

右
足 ❷←

→ →

123、
456、
789…

あいう、
えおか、
きくけ…

12あ、
34い、
56う…

❹ ❸

　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です。
　家族介護者の方が対象となります。ぜひ参加して、日ごろの疲れを癒し
てください。

対 象 者   草加市在住で、自宅介護をしている家族介護者
日　　　程 平成２９年１１月８日（水）～９日（木）
旅 行 先  福島県　芦ノ牧温泉＜大川荘＞
集　　　合 （１）時　間　午前８時３０分
 （２）場　所　草加市社会福祉協議会（予定）
定　　　員 ２０人
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）
申 込 期 限  平成２９年９月２２日（金）
 （定員になり次第、締切）
申込・問合せ 介護課
 電　話　０４８－９３２－６７７７
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次号の「そうか社協だより」（第153号）は平成29年12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）

日　時 平成２９年１０月２６日（木）
 午後１時～４時

会　場 草加市文化会館 レセプションルーム

一緒に働きましょう！
一生懸命なあなたを待っています　草加市福祉用具・住宅改修事業者

連絡会の協力のもと、福祉用具実践
介護講座を開催します。
　福祉用具を活用した「安心で安楽」
な介護を体験してください。

登録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

●高年者に関する総合相談（電話・来所）（松原・栄町・松江圏域）

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）

獨
協
大
学
前

（
草
加
松
原
）

社会福祉協議会 案内図

社協に寄せられた皆様の善意
平成２９年６月６日～９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
鳥長 10,583
草加市民謡団体連合会 30,000 
旭町団地自治会 9,680 
ドッグ草加店 10,560
茶の湯を楽しむ会 10,251
安行地区民生委員・児童委員協議会 8,571
永井　裕一 10,000
永井　美恵 10,000 
草加市町会連合会　川柳ブロック
グラウンドゴルフ大会ホールインワン基金 7,650 

子供夕涼み会　吉町一丁目町会 18,900 
浅井　まり子 100,000 
鈴木　実 23,720 
匿名3件 13,000

合　　　　　計 262,915 
氏名・名称 寄付物品

匿名 276円分切手

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

　草加市社会福祉協議会では、市内の福祉活動
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。

　草加警察署管内のオレオレ詐欺を含む特
殊詐欺の被害額が、平成２９年１月から９月
５日までで５６件 １億７０８５万３０１２円
となりました。
　不審な電話がかかって
きたら、話をうのみにせ
ずに、家族や警察に連
絡しましょう。

草加警察署　０４８－９４３－０１１０

手 話

訳通 だより

SIGN LANGUAGE
INTERPRETER 　今年も「聴覚障がい者教養講座」と「難聴者の

集い」を開催します。皆さん、ぜひご参加ください。
※両日とも、手話通訳・要約筆記が付きます。

日　程

日　程

時　間

時　間

会　場

会　場

内　容

内　容

対象者

対象者

平成２９年１０月２９日（日）

午後２時～４時（午後１時30分受付開始）

草加市立中央公民館 第１・２講座室

彩の国あんしんセーフティネットや、
まるごとサポートＳＯＫＡなどの
生活支援事業について

聴覚障がい者及びその家族、
聴覚障がい福祉関係者など

平成２９年１１月２６日（日）

午前１０時～正午

草加市立中央公民館 第１・２講座室

難聴者や中途失聴者の方たちが集い、
交流の場にします。

難聴者や中途失聴者

①必勝の文字　②得点の数字　③車いすの人のメガネ　④サッカーボール
⑤きぼうくんのはちまき　⑥愛ちゃんのまつげ　⑦カーテン

まちがいさがしの
答え

聴覚障がい者教養講座 難聴者の集い
　経済的な問題と併せて、生活上のさまざまな困難
に直面している方の相談窓口をご存知ですか？誰も
が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、そ
の人の状況に応じた支援が受けられることを知って
おきましょう。

総務課　電話 ０４８－９３２－６７７０問合せ

あなたの財産が
狙われている緊急事態!!

特殊詐欺の被害額

草加警察署管内が
ワーストワン

　このたびは、「平成２９年７月５日からの大雨災
害義援金」にご協力いただき、ありがとうござい
ました。お預かりした義援金は、福岡県・大分県
が設置する義援金配分委員会で対象者や配分金
額を決定し、被災者に配分されます。

平成２９年７月に発生した豪雨による
福岡県及び大分県の被災者支援に係る
義援金の報告

名　称 金　額

安行地区民生委員・児童委員協議会 63,861
草加市社会福祉協議会募金箱 462

平成２９年度
社会福祉協議会
会員募集

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

福祉用具実践介護講座の
参加者募集

【申込み・問合せ】
草加市社会福祉協議会　介護課介護サービス担当　　電話　０４８－９３２－６７７７

単位：円

（敬称略　単位：円）


