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　本会は、平成30年 12月 23日で法人化50年を迎えます。地域福祉の推進役として、様々な活動に尽力してまいりましたが、
いまだ孤立死・貧困・虐待・引きこもり・ゴミ屋敷など、様々な福祉問題が市内で発生しています。
　私たちは、これらの大きな要因の背景に、社会や人のつながりの希薄化があると考えています。

ホームページ Facebook

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

みんなが　笑顔で
支え合える地域を目指して

本会は、
『すべての職員が“コミュニティソーシャルワーカー” となること』

を宣言します！

平成30年に取り組む地域福祉の重点事業

　３月４日（日）、コミュニティソーシャルワーク（CSW）の先駆けである豊
中市社会福祉協議会の勝部麗子氏を講師に、全職員が参加する内部研修を開
催しました。
　勝部氏からは、「しんどい人が見捨てられる社会は誰もがしんどい社会」で
あること、そして、『断らない福祉』を目指すべきことが提唱されました。
　本会も、勝部氏と豊中市社会福祉協議会にならい、役職や所属にかかわらず、
全職員がCSWの意識を持ち職務に当たることを宣言いたします。
　誰もが笑顔で、支え合って暮らせる地域づくりのため、平成 30年度は、
CSWを重点に据え、各種事業に取り組んでまいります。 「すべての人に役割と居場所を」草加市にあたたかい息吹を吹き

込む勝部さん

コミュニティソーシャルワークは、生活上
の課題を抱える個人や家族に対する個別援
助や、その人たちが暮らす生活圏の環境整
備や住民のネットワーク化といった地域支
援を行うことです。

児童福祉の推進

法人化50年の誓い

そこで

空き家を活用した各種事業と福祉の拠点づくり



◇６０, ０００円
㈱小山建設
◇３０, ０００円
藤城　武志
◇１５，０００円
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
ヘルパーステーションばなな
佐々木　勲　　髙橋　靖子
岡野　知恵子　小澤　　博
石井　久子　　関根　洋平
髙仲　　勇
◇９，０００円
税理士法人フカサク
虎溪医院
中山　康
◇８，０００円
渡邉　幸司
◇６，０００円
㈲オカベ工芸
浅古商事㈲
竹村司法書士・行政書士事務所
丹下　和子　　乕溪　文有
秋元　芳枝　　𫟘藤　純一
野村　敏夫　　髙橋　和子
城野　美智子　星野　勇治
川上　　登　　箕輪　昌代
関島　和子　　大村　ふじ子
増根　艶子　　髙橋　芳夫
内山　泰宏　　石田　幸治
坂本　　豊　　天野　ケサ子
田中　和子
◇５，０００円
内田　佳伯　　白石　隆夫
伊藤　　勉　　髙津　国生

白水　政子　　福田　睦明
◇３，０００円
㈱浅井物流サービス
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
東京東信用金庫草加支店
㈱東武よみうり新聞社
行政書士荻原寿一事務所

（公社）草加市シルバー人材センター
文進堂印刷㈱
㈱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
草加ダイヤモンド交通㈱
㈲山屋酒店
税理士法人Ｌ＆Ｃアシスト
㈱唐沢製作所
㈱ワイエムエコフューチャー
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
㈱いけだ屋
日東皮革㈱
介護老人保健施設　翔寿苑
機能訓練専門 デイサービス
きたえるーむ　草加松原
草加アラ神マジッククラブ
エスシーエス㈱
㈱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
肥田医院
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
草加柳島郵便局
㈱東京朝日ビルド
美濃紙業㈱
埼友草加病院
㈱メディトピア　さいゆう介護
ステーション
㈱あいブランチ
かおりKaruna認定こども園
かおりPutra保育園
学校法人おおとり学園
谷塚おざわ幼稚園
草加松原整形外科医院
㈱宇奥ジャパン
あずみ苑　グランデ草加
草加なかよし保育園
医療法人　アンサンブルメディカ

（福）浄縁会
永堀　洋司　　小澤　利男
石井　　武　　齋藤　幸子　
松本　眞彦　　小林　厚夫
榎本　武彦　　野田　克己
荒木　　仁　　吉岡　弘司
浅井　喜久男　石鳥　　弘
江口　朔治　　秋山　惠美子
佐々木　一男　高木　玲宏
吉田　貞彦　　山口　米子
嶋根　義正　　中野　文子
原口　久雄　　庭野　宇吉
庭野　満子　　石川　安五郎
秋元　安紀　　嶋根　孝子　
南澤　セツ子　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　芦澤　静榮

秋元　秀雄　　森　　重雄　
中山　一子　　森　　　博
松崎　道子　　梅村　正太郎
青柳　勝彦　　大澤　弥壽子
鈴木　和子　　金子　富一
村上　範子　　瀬尾　　寛
川添　千代子 　（故）牛山　守久
加藤　榮子　　難波　　博
秋和　秀明　　加納　哲也
秋野　実喜彦　橘内　省子
田口　四十四　粕屋　義郎
岡部　武好　　深利　勝之
石川　憲章　　川井　大輔
内田　光子　　小林　幸純
塚田　裕見子　横山　正三
大熊　　茂　　竹城　満博
浅見　宗久　　深井　　薫
横山　明美　　小林　紀之
佐藤　冷子　　宮本　美保子
高橋　知之　　平島　弥生　
根本　政広　　小中　一郎　
黒須　正明　　小谷　　明　
石倉　　一

草加市町会連合会
草加商工会議所
草加シティロータリークラブ
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
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
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
草加市レクリエーション協会
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
医療生協さいたま生活協同組合
草加支部

町会・自治会別の社協会費納入実績

　平成29年度は、18,121,470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30年２月28日現在）

平成29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　19人

団体会員

草加市民生委員・
児童委員　277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 177,500 吉町新和会 37,200 草加市稲荷６丁目町会 160,000 青柳山谷町会 375,400

瀬崎第二町会 166,400 吉町二丁目町会 30,000 稲荷１丁目町会 30,000 青柳出戸町会 360,000

瀬崎第三町会 350,000 吉町三丁目町会　 60,000 草加市稲荷親和町会 191,000 柿木町会 125,000

谷塚コリーナ住宅棟自治会 81,120 吉町四丁目町会 93,500 ローズタウン草加自治会 57,900 松原四丁目南町会 30,000

谷塚本町町会 140,400 吉町昭和会 30,000 栄町一丁目町会 75,000 花栗町会 420,000

谷塚南町会 256,200 吉町中央会 20,000 栄町中央町会 111,500 ダイアパレス草加Ⅱ自治会 30,000

谷塚町北町会 82,500 吉町西親和会 39,000 栄町三丁目町会　 52,500 苗塚町会 245,000

谷塚西口町会 80,000 吉町平和会 45,000 コスモガーデンズ草加松原自治会 20,000 草加ハイタウン自治会 10,000

谷塚中央町会 15,000 谷古宇町会 126,500 松原地区社会福祉協議会 195,550 小山町会 200,000

谷塚やぎわ町会　 55,000 中央東町会 100,000 中根町会 379,400 小山台自治会 105,000

谷塚かえで町会 100,000 手代町会 150,000 弁天町会 400,000 草加松原ハイツ自治会 30,000

谷塚みどり町会 75,500 手代町中町自治会 103,200 宮沼自治会 65,100 北谷町会 170,000

谷塚あづま町会 82,500 レクセルガーデン谷塚自治会 20,000 八幡町会 790,000 北谷二丁目町会 102,000

谷塚町兎町会 231,000 氷川町南町会 579,700 松江中央町会 136,000 北谷三丁目町会 285,000

グリーンアベニュー谷塚団地自治会 20,000 氷川町中央町会 153,000 松江北町会 101,500 学園台自治会 40,000

谷塚上町町会 338,500 氷川町西部町会 84,500 新栄町町会 300,000 原町町会 200,000

谷塚仲町町会 215,000 氷川草加町会 91,900 長栄町町会 300,000 一般 24,500

両新田東町町会 166,000 草加氷川ハイツ自治会 17,500 草加ネオポリス自治会 55,000 合　計 16,110,470

両新田西町町会 183,600 西町東部自治会 129,200 草加市清門町町会 400,000

草加市新里町会 307,000 西町立野町会 150,000 新善町町会 399,200

ヴィ・シティ草加自治会 10,000 西町第一町会 248,400 稲荷コーポ自治会 3,000

柳島町会 398,500 西町第二町会 59,400 金明町町会 300,000

遊馬町会 464,500 草加南町会 250,000 旭町町会 302,800

三丁目町会 30,000 草加五丁目町会 65,000 新栄町団地自治会 380,000

四丁目町会 80,000 松江第二町会 64,500 上南自治会 84,000

五丁目町内会 42,500 草加市稲荷第一町会 180,000 青柳上町会 300,000

六丁目町内会 20,000 草加市稲荷南町会 150,000 青柳根郷町会 50,000

吉町一丁目町会 80,000 稲荷中央町会 100,000 青柳志茂町会 292,900

平成30年（2018年）3月 25日2 そうか社協だより



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� 14,935,872円
地域歳末たすけあい募金� 9,601,107円

○戸別募金（町会・自治会扱い）
 11,258,611円
○�大口募金（民生委員・児童委員扱い）
� 2,352,369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 32,805円
　北関東ペプシコーラ 6,387円

〈埼玉りそな銀行ポイントクラブ〉
　　４件 8,177円

〈クレジットカード寄附〉
　　１件 3,000円

○学校募金（学校・幼稚園・保育園）
 464,612円
　小学校　 高砂・新田・瀬崎・花栗南・清門・
　　　　　氷川・八幡北・青柳・松原・小山
　高　校　草加南・草加東・草加西
　特別支援学校　草加かがやき（草加分校）
　幼稚園　 ルミ・いなり・草加みどり・谷塚・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

　保育園　 たかさご・きたうら・あずま・さかえ・
きたや・しのは・あさひ・やつかかみ・
にしまち・せざき・しんぜん・こやま・
やはた・しんえい・ひかわ・あおやぎ・
かおりPutra・にっさとの森・けや
きの森（西町）・そうか草花・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） 263,209円
　 草加市民生委員・児童委員協議会・町会連合

会・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・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）
 597,071円
　�そうか光生園・草加キングスガーデン・㈲大内

記章工産・㈲秦山木・神谷医院・ヘルパース
テーションばなな・東宝ダイス製作所・ツルハ
ドラッグ草加5丁目店・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）・埼玉縣信用金庫草加支店・
草加なかよし保育園・草加かがやき特別支援
学校草加分校・草加東高等学校・新田地区社
会福祉協議会・新栄町団地祭り実行委員会・ 
中村俊雄・石田幸治・宇田川一郎・塚田裕見子・
並木福男・並木君子・匿名１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
保健所・越谷児童相談所草加支所・草加市社
会福祉事業団・草加市（秘書課・子ども未来
部・子育て支援課・健康福祉部・福祉政策課）・
草加市役所職員・草加市役所募金箱・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469枚　図書カード203枚

町会・自治会別の募金実績 平成30年２月28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）
 6,146,115円

○大口募金（民生委員・児童委員扱い）
 2,406,944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）
 659,343円
　 草加市民生委員・児童委員協議会・

町会連合会・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）
 388,705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・東部婦人会・松原団地見
守りネットワーク・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・新栄町団地自治会
チャリティーもちつき実行委員会・
永堀洋司・匿名2件・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 弁天町会 329,345 150,000
瀬崎第二町会 174,500 30,000 吉町西親和会 15,000 15,000 宮沼自治会 51,200 28,200
瀬崎第三町会 550,690 30,000 吉町平和会 15,000 15,000 八幡町会 200,000 506,840
谷塚コリーナ住宅棟自治会 45,000 27,000 クレール自治会 10,771 11,063 松江中央町会 80,000 27,000
谷塚本町町会 92,000 50,000 谷古宇町会 27,100 25,000 松江北町会 42,000 64,900
谷塚南町会 50,000 50,000 中央東町会 100,000 80,000 新栄町町会 200,000 100,000
谷塚町北町会 68,400 20,000 手代町会 225,100 100,000 長栄町町会 200,000 100,000
谷塚西口町会 50,000 50,000 手代町中町自治会 81,800 40,500 草加ネオポリス自治会 22,000 10,900
谷塚中央町会 15,000 15,000 コンフォール草加自治会 8,000 8,000 草加市清門町町会 200,000 150,000
谷塚やぎわ町会 54,000 20,000 レクセルガーデン谷塚自治会 10,000 10,000 新善町町会 255,430 247,080
谷塚かえで町会 50,000 40,000 氷川町南町会 218,700 211,500 稲荷コーポ自治会 20,000 −
谷塚みどり町会 30,000 23,000 氷川町中央町会 100,000 149,605 金明町町会 300,000 100,000
谷塚あづま町会 40,800 20,000 氷川町西部町会 30,000 30,000 旭町町会 362,500 100,000
谷塚町兎町会 50,000 50,000 氷川草加町会 92,500 91,900 メイツ草加自治会 34,000 16,000
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 64,400 96,300 新栄町団地自治会 99,702 93,697
グリーンアベニュー谷塚団地管理組合 10,336 15,991 西町立野町会 150,000 30,000 上南自治会 68,100 68,700
谷塚上町町会 311,510 70,000 西町第一町会 100,000 30,000 青柳上町会 295,050 80,000
谷塚仲町町会 213,000 30,000 西町第二町会 30,000 30,000 青柳根郷町会 92,100 30,000
両新田東町町会 132,400 33,100 草加南町会 150,000 30,000 青柳志茂町会 207,530 60,000
両新田西町町会 156,300 40,000 草加五丁目町会 65,500 59,500 青柳山谷町会 100,000 50,000
草加スカイハイツ町会 − 10,000 松江第二町会 30,000 20,000 青柳出戸町会 216,700 50,000
草加市新里町会 304,000 311,400 草加市稲荷第一町会 128,250 35,000 柿木町会 125,000 50,000
ヴィシティ草加自治会 20,000 10,000 草加市稲荷南町会 78,180 75,800 松原四丁目南町会 18,000 10,000
柳島町会 318,000 50,000 稲荷中央町会 70,000 30,000 花栗町会 400,000 100,000
遊馬町会 368,500 50,000 草加市稲荷６丁目町会 82,248 30,000 ダイアパレス草加Ⅱ自治会 30,000 24,000
草加市壱丁目町会 95,670 20,000 稲荷１丁目町会 10,000 10,000 苗塚町会 180,000 60,000
弐丁目町会 30,000 30,000 草加市稲荷親和町会 38,300 47,800 草加ハイタウン自治会 20,000 10,000
三丁目町会 33,000 20,000 ローズタウン草加自治会 38,600 19,300 小山町会 50,000 50,000
四丁目町会 40,000 30,000 栄町一丁目町会 30,000 24,000 小山台自治会 51,400 48,100
五丁目町内会 34,400 34,100 栄町二丁目町会 110,600 75,000 草加松原ハイツ自治会 45,000 10,000
六丁目町内会 20,000 20,000 栄町中央町会 115,640 110,496 北谷町会 80,000 50,000
吉町一丁目町会 40,000 20,000 栄町三丁目町会 42,000 20,800 北谷二丁目町会 70,000 42,000
吉町新和会 20,000 15,000 栄町三丁目自治会 31,200 31,200 北谷三丁目町会 171,000 173,900
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 学園台自治会 30,000 15,000
吉町三丁目町会 40,000 20,000 松原地区社会福祉協議会 155,952 66,836 原町町会 200,000 150,000
吉町四丁目町会 86,400 20,000 草加氷川ハイツ自治会 10,000 − 合　計 11,258,611 6,146,115
吉町昭和会 28,807 28,807 中根町会 200,000 251,800

合計：14,935,872円

合計：9,601,107円
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～新規加入・更新はお早めに～ ～朗読ボランティアを始めよう～
　ボランティア活動中に「けがをした。」
「けがをさせてしまった。」「物を壊した。」
など万一の事故に備えるため、ボラン
ティア活動を行う際には、ボランティア
保険への加入をお勧めします。

　目の不自由な方を支援
するため、情報の伝達技
術（発声方法やＣＤへの
録音技術など）を学ぶ、
朗読奉仕員養成講座を開
講します。興味のある方
はご参加ください。

【対象者】	 	朗読を学びたい、または朗読に興味が
ある市内在住の方

【日　時】	 平成30年５月17日～
	 ７月26日の毎週木曜日
	 （全９回開催）
	 	（６月14日、７月12日を除く。）
	 午前10時～正午
【会　場】	 草加市文化会館　
【受講料】	 無料
【定　員】	 	20人
【申込み】	 	３月15日（木）から申込み開始
	 （定員になり次第締切り）

　詳しくは、ボランティアセンターまで
お問い合わせください。

No.58

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

平成30年度ボランティア保険
加入受付け中！

	 朗読奉仕員養成講座を
	 開催します

保険有効期間

平成30年４月１日～
平成31年３月31日

（	新規・継続ともに、平成30年３月31日までに加入
したとき。）
※１　�平成30年４月１日以降に加入したときは、加入日

から平成31年３月31日までとなります。
※２　�団体で加入の際は、会員名簿をお持ちください

募集

　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

　平成28年７月より、誰でも気
軽に集まれる居場所として「た
んぽぽ」を始めました。
　毎回50人くらいの方が参加し
ています。参加者から１回200円
をいただき、お茶やお菓子、お
にぎりなどを用意しています。
　サロンでは、介護予防体操を
行ったり、折り紙やうちわ作りをしたりしています。
　また地域の方にフラダンスや手品などを披露していただいたり

して、毎回みなさんが楽し
めるプログラムを考えてい
ます。
　「サロンってどんなとこ
ろ？」「ちょっとのぞいてみ
ようかな」という方がいら
っしゃいましたら、気軽に
お越しください。お待ちし
ています。

　平成28年７月に、地域の
身近な集いの場として「サ
ロン・エンジョイ」を立ち
上げました。毎回12人くら
いの方が参加され（月２回）、
みなさんから月額200円をい
ただき、開催しています。
　サロンでは、音楽を流しながら健康体操をしたり、吹矢をし
たりして気持ちよく体を動かしています。体操や吹矢が終わっ
たあと、みんなでお茶を飲みながら和気あいあいとおしゃべり
をする時間が、なによりも楽しいひと時です。
　サロンに興味のある方も、仲間を作って一緒に「エンジョイ」

したいという方
も大歓迎です。
　ぜひ、気軽に
遊びに来てくだ
さい。お待ちし
ています。

サロン・エンジョイ たんぽぽ
●代表　水

みずさわ

澤　章
あきら

　●活動場所　五丁目町会会館
●活動日時　毎月第１・３月曜日　午後１時～３時

●代表　田
たなか

中　弘
ひろこ

子　●活動場所　社会福祉活動センター
●活動日時　毎月第３水曜日　午前10時～12時（月によっては、第２・４月曜日

となる場合があります）

狙いをつけて、吹くべし！吹くべし！

リズムに合わせて、健康体操 手品を披露「どうなっているの？」

介護予防体操で頭も体もリフレッシュ

朗読は思いを込めて
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生活支援体制整備事業の取り組み
おしゃべりサロン
ラッキー楽喜

　研修で、支えあいの必要性について学んだおしゃべりボラン
ティアの方たちが「今、元気なうちから地域に居場所を作ってお
こう」と集まりました。

支えあいから始まった活動を紹介します

生活支援コーディネーターは、支えあい活動の立ち上げを応援しています。「何か活動したい!!」「支えあい活動
をもっと知りたい」と思った方は、地域福祉課までお問い合わせください。

縁側のように気軽に立ち寄って、
ちょっとお茶が飲めるといいね

参加者の声を大切にして、自分たち
も楽しめる場所を作りたい

そして、昨年10月に、仲間とおしゃべりを
楽しむサロンがオープンしました！！

居場所づくりに向けて話し合いを重ねました。

対象者を限定しないで、
高年者も子どもも子育てをしている人も、

誰でも参加できるようにしよう

私たちの地域に、
素敵な「居場所」が

できました

このページに関する問合せは　地域福祉課まで　電話 048−932−6770

●活動場所
　元デイサービスセンター喜楽苑
●活動日時
　毎月第１土曜日　午後１時30分～３時30分
サロンについて詳しく知りたい方は、下記までお問い合
わせください。

　民生委員活動を通し、現在気に
なっていることは親子同居世帯が減
り、高年者のみ世帯が増加している
ことです。一昔前は親子同居世帯が
大多数であり、高年者のみの世帯で
も近所付き合いも多く、寂しさや不
安を抱えながら生活している高年者
は少なかったと思います。周りには
長年親しくしている人や同世代の人
達と公園や縁側でおしゃべりをした

り、日向ぼっこしたりする環境もありました。お互いに相談
もでき、協力・支援し合えることができていたと思っています。
　近年は高年者サービスが充実し、近所にいた同世代の親し
い友達も、福祉施設に入所やデイサービス利用などで居なく
なってきています。
　このような現状から、特に残念なのは単身高年者の孤独死
の問題です。さまざまな事由により福祉施設を利用できない・
利用せず、寂しさや不安を抱えながら暮らす高年者世帯の人
達が、いつまでも安心し暮らせるよう、町会・自治会の一員
として行政をはじめ、適切な機関・団体につないだり、利用
可能な支援制度や福祉サービスの紹介、見守りなど地域福祉
の推進役として活動して行きたいと思います。
　高年者の方達を孤立させず自立していける地域環境を目指
し、今後も皆さんと一緒に、お互いに助けあいができる地域
社会づくりをしていきましょう。

　１月28日（日）に、239人もの参加者
がそうか公園をスタートして、レイク
タウン周辺を３コース（8.8km・6.2km・
4.0km）に分かれて歩きました。

　晴天とはいえ雪が
残る中でのウォーキ
ングでしたが、ゴールではスタッフお手
製の「白玉おしるこ」がお出迎え。参加
者は心身ともに温まりました。

　世代を超えて誰でも気軽に参加でき、ま
たみんなで来たいと思える企画をすること
で、人の輪が広がり、地域の交流を図って
います。

　草加市には、12の地区社会福祉協議会があり、地域住民同士
が日ごろから顔を合わせて交流を深めるきっかけを作るため、
地区ごとの取組みをしています。今回は、川柳地区社協の新春
ウォーキングをご紹介します。

民生委員活動で見えてきた生活環境と
高年者サービスが充実した事により
出てきた課題 新田東部地区民生委員

・児童委員協議会会長

地区社協の取組み紹介
～老若男女みんなでどうぞ～
｢川柳地区社協 新春ウォーキング｣

そうか公園を出発！

アツアツのおしるこを
召し上がれ

濵野　勝美
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　草加市では、生活にお困りの世帯のお子さんを対象に、無料の学習支援を実施しています。
“勉強がわからない”“学校の授業についていけない”そんなお子さんはいらっしゃいませんか？

Aくん（中３）
通い始めて１年くらい。成績を良くした
い。高校受験に受かるように頑張りたい
です！

Ｂさん（中２）
違う中学の子と一緒に勉強で
きて楽しい。苦手な数学の成
績がすごく良くなりました！！

　“まるごとサポートSOKA”は、生活にお困りの世
帯からさまざまな相談を受け付けています。まるご
とサポートSOKAへの相談は無料で、秘密も守られ
ます。どうぞ気軽にご相談ください！

　これから「さかえーる」を盛り上げていくのは、この記事を読んでいる
あなたです。
　「わたしも担い手になりたい！」という方は、次のところまですぐにお電話を！

開始予定日　平成30年４月５日
所　在　地　草加市栄町一丁目１番14号
開 所 日 時　毎週 月・水・木曜日
　　　　　　午前10時～午後３時

　空き家が、みんなが集まる場所「さかえーる」として生
まれ変わります。
　さかえーるは、「栄町でいつまでも続く（栄える）ように」
との思いから名付けられた、地域の誰でもが気楽に立ち寄
れる、住民の交流と情報交換の場です。

学習支援事業の利用を希望する方は、
“まるごとサポートSOKA”にご相談を♪

平成30年度
草加市子どもの学習支援事業（小・中・高）
☆対象…①生活保護世帯の子ども
　　　　　　→担当ケースワーカーに相談
　　　…②生活にお困りの世帯の子ども
　　　　　　→まるごとサポートSOKAに相談
☆支援方法…		小学生は、家庭を訪問して支援します。

中高生は、市内の施設で学習教室を開
催し、支援します。

☆費用…無料

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SOKA
（生活困窮者自立相談支援窓口）

草加市高砂１−７−36
ＮＴＴ東日本草加ビル１階

電　話　０４８−９２２−０１８５
ＦＡＸ　０４８−９２８−６６３５
E-mail：jiritu-pc1@kuc.biglobe.ne.jp

わかれば毎日が楽しいね！

草加市子どもの
学習支援事業

費用は
無料

入れ歯等のリサイクルに御協力ください。
～不要になった入れ歯等が、地域福祉活動や国際協力に役立ちます。～
　本会では、不要になった入れ歯や携帯電話などを回収しています。
　これらに含まれている貴金属をリサイクルし、それによって発生した利益を
地域福祉活動やユニセフに役立てています。

※�平成 29年度は、4,752 円を受入れました。

回収できるもの

回収できないもの

回収ボックス ・貴金属が含まれた入れ歯
・携帯電話 など

・�貴金属が含まれない
入れ歯

①本会事務局ロビー
②�草加市役所福祉政策課窓口

回収ボックスの設置場所

①一度煮沸消毒をする。
②新聞紙や封筒などで梱包する。
③�回収ボックスに備え付けの
「入れ歯寄附お名前票」に
記入し、貼付のうえ、投函
する。

寄附方法 入れ歯の場合

みんなが集まる場所　　　　　　　４／５オープン！
３／５　「さかえーる」のグランドオープンに向けて、入念な打ち合わせ

０４８－９３２－６７７０地域福祉課

「さかえーる」

　住民の方が主体となってサロ
ン活動やレクリエーション等を
行うサービスです。
　どなたでも、気軽に参加でき
ます。

介護予防教室

多世代交流 子どもの居場所

などなど・・・
さかえーるでさまざまな
活動ができるようにして
いきたいと考えています。

今後は…

「さかえーる」では、こんなことができます。

（予定）
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　平成29年11月～ 12月において、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、業務に励んでおります。ご指摘の意見に対しては、職員
間で共有し、改善してまいります。
　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

かいごのかわら版

居宅介護支援事業所アンケート�（回答数103件／配布数146件　回答率70.5％） 　（単位：件） 訪問介護事業所アンケート�（回答数113件／配布数131件　回答率86.2％） （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？ 96 0 6 1 103

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？ 96 0 6 1 103

３　 介護サービス計画に満足していますか？ 96 0 6 1 103
４　 相談・苦情などの対応に満足していま

すか？ 92 0 9 2 103

（１）訪問介護事業所について はい まあまあ やや
いいえ いいえ 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？ 73 28 8 2 2 113

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？ 87 23 2 0 1 113

３　 提供しているサービスに満足していま
すか？ 85 23 3 1 1 113

４　相談・苦情などの対応に満足していますか？ 87 19 4 1 2 113

（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？ 98 1 3 1 103

２　定期的な訪問は予定どおりですか？ 99 0 3 1 103
３　担当者との連絡は取れますか？ 100 0 3 0 103
４　 言葉づかい・服装・態度について満足

されていますか？ 99 0 4 0 103

５　相談しやすい雰囲気ですか？ 97 1 5 0 103

（２）サービス提供責任者及び
　　　ヘルパーについて はい まあまあ やや

いいえ いいえ 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？ 97 15 0 1 0 113

２　 ヘルパーの定期的な訪問は予定どおり
ですか？ 101 9 2 1 0 113

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？ 89 16 3 2 3 113

４　 言葉づかい・服装・態度について満足
されていますか？ 97 15 0 1 0 113

５　相談しやすい雰囲気ですか？ 93 15 2 1 2 113

その他の意見
・制度上無理なようですが、買物に制約があるので、不便しています。（酒類等）
・とても満足しています。ヘルパーさんは優しく、テキパキ仕事もされています。
・ お願いしているサービス以上に母とコミュニケ―ションをとってくれて、うれしく

思います。
・ 介護保険ではできないことをしてほしい。意見を言っても通らないので言わない。
（いっぱいある） ※一部抜粋

その他の意見
 ・ 本人だけでなく家族の皆の心配や相談にも乗っていただきました。これからも

お変わりなく担当になっていただきたいと思います。何より本人がそれを一番
望んでおります。

・ 事細かに連絡していただいています。有事の対応にも早く対応していただいてい
ます。

・ ケアマネジャーの事務的な話は、介護者には必要ないと思います。リハビリセ
ンターの先生に聞きたい。 ※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

　高年者虐待は、身体的苦痛または精神的苦痛、あるいはその両方を与え、
高年者の人格を傷つける行為です。

介護の悩みは決して一人で抱え込まないで
　介護の悩みを一人で抱え込むと不安になり、言動が虐待につな
がってしまうことがあります。そうなる前に、不安を誰かに話し
ましょう。
　オレンジカフェや介護者の集いなどは、あなたの介護の悩みや
体験を話すことができる場所です。「あれ、おかしいなあ。スト
レスがたまっているのかなあ」と感じたら、参加して気分転換を
しましょう。自分の心のケアが、虐待を防ぐ第一歩です。
　オレンジカフェや介護者の集いについての問い合わせは、お近
くの地域包括支援センターで受け付けています。

しない させない 高年者虐待！

このようなことが高年者虐待になります。
※複数の虐待が同時に行われているときもあります。

介護講習ON社協だより 第20回

■身体的虐待 ■心理的虐待

■介護・世話の放棄・放任

■経済的虐待 ■性的虐待

殴る・蹴る・ベッ
ドに縛るなど

怒鳴る・ののし
る・脅す・無視
するなど

食事を十分に与えない・劣悪な住
環境・医療を受けさせないなど

本人の年金や貯金を勝手に使う・
必要な金銭を
使わせない、
与えないなど

排せつの失敗に対する罰として
下半身を出させて放置
する。または、
本人と合意が
ないわいせつ
な行為、その
強要など

虐待と自覚していないことも…
　家族や介護者にその気はなくても、結果的に虐待につながって
いることもあります。
　また、介護者の孤立や介護疲れなどにより高年者への接し方が
乱暴になるなど、虐待の不安があっても改善できない場合もあり
ます。

こんな場合は虐待かも ～見守りのポイント～
・天気が悪い日でも、長時間公園などで過ごしている。
・ひんぱんにケガをしている。
・激しいやせ方をしている。栄養状態が悪そうである。
・いつも同じ服装、身体が異常に汚れている、悪臭がする。
・暗い、疲れた表情、どことなくおびえた様子である。

※埼玉県パンフレット「地域のみんなで防止しよう　高齢者虐待」から
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次号の「そうか社協だより」（第155号）は平成30年６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
詩吟神風流　草加連合 30,000 
歌謡研究仲秋会　会主　佐々木　和子 31,990 
いわさき　ひろふみ 50
鳥　長 13,353 
谷塚中部婦人会 10,000 
草加地区更生保護女性会 20,000
高野工務店様宅　観音様賽銭 39,395
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 11,500
有限会社八木下商事 500,000
旭町団地自治会 7,785 
草加友の会 4,000
埼玉東部ヤクルト販売株式会社 89,667
ほほえみの会 26,187
ＮＰＯ法人うるおい工房村　林家かん平の映画と落語 21,638
税理士法人フカサク 16,554
林　眞喜雄 10,724
日本基督教団　草加教会 5,000
コールあば＆あや 13,955
泉蔵院　除夜の鐘チャリティー募金 60,949
間中　艶子 10,000 
三蔵商事株式会社　草加健康センター 300,000
草加落語会 13,000
草加・八潮遊技業組合 250,000 
ハクビ秋元総合学院 30,000
三若会 10,000
カトリック草加教会 20,000
匿名 　 2 件 28,746 

合　　　　　計 1,574,493 

氏名・名称 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 72 本
株式会社上原商店 マスク 50 枚入× 40 箱
株式会社山香煎餅本舗 食料一式
一般社団法人生命保険協会　埼玉県協会 福祉巡回車両 1 台
埼玉縣信用金庫　草加支店 テーブルウェア 90 枚
平塚製菓株式会社 食料一式

（敬称略　単位：円）

平成29年11月21日～平成30年３月５日

獨
協
大
学
前

（
草
加
松
原
）

手 話

訳通 だより

SIGN LANGUAGE
INTERPRETER

「平成30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。草加市在住、または在
勤の方が対象です。
〔日　程〕�平成30年５月18日から10月26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
〔定　員〕40人（応募多数の場合は抽選）

入門・基礎ともに
〔会　場〕草加市文化会館　ほか
〔受講料〕3,240円（テキスト代）
〔申込期間〕４月５日（木）〜１８日（水）必着

★申し込みについて（全講座共通）
　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いたします。
　また、保育(未就学児)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。草加市在住、または在勤の
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30年５月１０日から１２月６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
〔定　員〕30人（応募多数の場合は抽選）

【手話通訳者養成講座Ⅰ、Ⅱ・Ⅲ　全92回】
手話通訳者を目指し、①から③までのいずれかに該当する方で、手話通訳者養成講座Ⅰ、手話通訳
者養成講座Ⅱ・Ⅲ（２年課程）を受講できる方、また、草加市在住の方が対象です。
①過去に本講座を受講した方　②手話奉仕員養成講座基礎課程受講者　③左記と同等レベルの方

　草加市社会福祉協議会のフェイスブックページでは、
いろいろな講座やイベント、その他たくさんの情報を掲
載しています。
　どんどん情報を更新していきますので、　　　　　　を
お願いします。

　みなさんのお悩みを、法的な視点から解決に導いてきた法律相談が、
３月16日（金）をもって終了となりました。
　なお、一般相談につきましては、引き続き相談を受け付けています
のでご利用ください。

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
●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〜正午・午後１時〜４時
電話　048－922－0185（まるごとサポートSOKA）
●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

〔日　程〕�【手話通訳Ⅰ】
  平成３０年５月８日から平成３１年
 ３月１２日まで毎週火曜日
 （土曜日に開講する日もあります）
 ※ 手話通訳者養成講座Ⅱ・Ⅲは平成

３１年４月から開催する予定です。
〔時　間〕� �午後７時１５分から９時１５分まで、
  土曜日は午前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〕� 20人
〔受講料〕� 30年度 ：4,860円
 31年度 ：6,048円（テキスト代）

〔受講審査会〕
受講審査の結果により、受講の可否が決定しま
す。
〔日程〕平成３０年４月２１日（土）
〔時間〕午前９時３０分から
〔会場〕草加市立中央公民館
〔内容〕読み取り・手話表現

〔申込期間〕４月５日（木）〜１１日（水）必着　

資　格　 高等学校以上を卒業した方で、介護福
祉士又は訪問介護員２級以上、もしく
は介護職員初任者研修課程を修了した
方

年　齢　６０歳まで
日　給　９，８００円～
　　　　�賞与、社会保険、雇用保険、労災保険、

福利厚生を完備

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）

❶嘱託職員 ❷登録訪問介護員
ヘルパー募集中！！　一緒に働きましょう　一生懸命なあなたを待っています

フェイスブックページができました。

【申込み・問合せ】介護課介護サービス担当　電話 ０４８－９３２－６７７７

ふれあい福祉相談所から 〜法律相談終了のお知らせ〜

草加市社会福祉協議会 案内図
草加市松江一丁目１番32号


