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第38回　夏休み親子のつどい
●おおたか静

し ず る

流　S
ソ ン グ ス

ONGS
〜花咲かせコンサート〜

●あそび体験ひろば

～ふれあい、支え合う地域社会を目指して～

会費の種別・会費

●　 ボランティア
　育成のために

● 　  地域福祉活動
推進のために

●　  高年者、障がい
者、児童・青少
年のために

　草加市社会福祉協議会では、市内での福祉活動を支援しています。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。

平成30年度　社会福祉協議会　会員募集

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

会費の
活用に
ついて

申込み・問合せ：総務課　電話 048−932−6770

日　時

会　場

平成30年8月10日（金）

草加市立中央公民館
・ホール（コンサート）
・体育室（あそび体験ひろば）

おおたか静流　SONGS 〜花咲かせコンサート〜 
午前10時30分　開場　午前11時　開演

あそび体験ひろば
午後0時30分〜午後3時

コンサート入場券の販売開始日

コンサート入場券

コンサート入場券販売場所
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・祝日除く）
　問合せ：048－932－6770（地域福祉課）
②子ども広場草加おやこ劇場
　平　日：午前10時～午後4時
　土　曜：午前10時～正午（※日・祝日配布なし）
　問合せ：048－936－1771（草加市栄町3－3－23）

（全席自由）

入退室　自由　※チケットは不要です。

定員　400人
※大人・子どもともに入場券が必要です。

7月5日（木）

大　人 500円
子ども（18歳未満） 無　　料

※この事業は、赤い羽根共同募金配分金を活用しています。

●昔あそび
●多色刷り版画 など●紙コップタワー●アクセサリー作り

●割りばしでっぽう

主催：社会福祉法人草加市社会福祉協議会　　共催：NPO法人子ども広場草加おやこ劇場・草加市立中央公民館

あ そ び 体 験 ひ ろ ば

放課後児童クラブ

臨時職員
募集中！
　共働きなどで日中保護者がいない小学生
の放課後の生活を、遊びや学びを通じて支
える仕事です。短期間（夏休みなど）、短
時間勤務のご要望に可能な限り応じます。
　年齢は６５歳まで、勤務場所は小学校
１７校に併設されている児童クラブ（２面
参照）です。
　詳しくは、ホームページをご覧いただく
か下記へお問合せください。

【問合せ・連絡先】
児童健全育成課　☎048-924-8722

子どもたちの成長を育みましょう
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平成30年度
基本
方針

平 成 30 年 度 　予 算

重点事業（一部紹介）

これからの
50年に向けて

①　全職員がコミュニティソーシャルワークを実践 ②　放課後児童クラブの管理・運営
・地域の中にある福祉課題に対し、「相談」、「情報提供」、「支
援機関への橋渡し」、支援に当たることも踏まえ全職員が
コミュニティソーシャルワークを実践し、地域共生社会の
実現を目指す。

・児童が安心安全に放課後の時間が過ごせるよう市内17
か所（うち、１か所分室あり）での放課後児童クラブの管理・
運営を展開する。

　本会は、昭和４３年１２月２３日に社会福祉法人としての認可を受けてから、今年で５０年を迎えます。
　この間、市内１２の区域に地区社会福祉協議会を組織化したり、ボランティアの活動を支援したりし、住民主体の地域福祉活動を進めてきました。また、総合相談
窓口に加え、高年者や権利擁護、生活困窮者のための各種相談窓口を開設し、様々な生活課題に対する相談体制の強化も図ってきました。
　さらに、これからの５０年に向け、地域福祉活動の一層の推進を図ってまいります。

草加市社会福祉協議会運営　放課後児童クラブ　一覧
運営 番号 児童クラブ名 小学校名 所在地

指
定
管
理

① 西町児童クラブ 西町小学校 西町270(小学校内)

② 花栗南児童クラブ 花栗南小学校 花栗4-3-1(小学校内)

③ 氷川児童クラブ 氷川小学校 氷川町448(小学校内)

④ 松原児童クラブ 松原小学校 松原4-2-1(小学校内)

⑤ 谷塚児童クラブ 谷塚小学校 谷塚仲町440(小学校内)

委
　
託

⑥ 青柳児童クラブ 青柳小学校 青柳3-17-1(小学校内)

⑦ 稲荷児童クラブ 稲荷小学校 稲荷5-11-1(小学校内)

⑧ 川柳児童クラブ 川柳小学校 青柳7-27-30(小学校内)

⑨ 小山児童クラブ 小山小学校 小山2-8-1(小学校内)

⑩ 新田児童クラブ 新田小学校 旭町6-12-11(小学校内)

⑪ 清門児童クラブ
清門小学校 清門町552(小学校内)

⑫ 清門児童クラブ分室

⑬ 瀬崎児童クラブ 瀬崎小学校 瀬崎2-32-1(小学校内)

⑭ 長栄児童クラブ 長栄小学校 長栄1-762(小学校内)

⑮ 新里児童クラブ 新里小学校 新里町759(小学校内)

⑯ 八幡児童クラブ 八幡小学校 八幡町65(小学校内)

⑰ 八幡北児童クラブ 八幡北小学校 八幡町1148(小学校内)

⑱ 両新田児童クラブ 両新田小学校 両新田西町55(小学校内)

社協が運営する児童クラブの位置
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平成30年度　収入予算 平成30年度　支出予算
（単位：円） （単位：円）

番号 名　称 予　算　額 比　率

① 会費 19,010,000 2.0%

② 寄付金 2,920,000 0.3%

③ 経常経費補助金 92,950,000 9.9%

④ 受託金 662,704,000 70.2%

⑤ 貸付事業 7,171,000 0.7%

⑥ 事業収入 3,533,000 0.4%

⑦ 介護保険事業 101,562,000 10.8%

⑧ 障害福祉サービス
等事業 52,359,000 5.6%

⑨ 受取利息配当金 86,000 0.0%

⑩ その他 711,000 0.1%

合　　　　計 943,006,000 100%

番号 名　称 予　算　額 比　率

① 法人運営事業 85,852,000 9.1%

② 企画・広報・調査・研究・
助成事業 9,307,000 1.0%

③ 小地域福祉ネットワーク
活動事業 57,468,000 6.1%

④ ボランティアセンター事業 4,587,000 0.5%

⑤ 障害福祉サービス事業 45,402,000 4.8%

⑥ ふれあい福祉相談所事業 651,000 0.1%

⑦ 生活つなぎ資金貸付事業 8,236,000 0.9%

⑧ 手話通訳事業 16,408,000 1.7%

⑨ 点字・声のお知らせ事業 735,000 0.1%

⑩ 講習会開催事業 2,193,000 0.2%

⑪ 指定訪問介護事業 57,367,000 6.1%

⑫ 福祉サービス利用援助事業 5,778,000 0.6%

⑬ 交通遺児基金運営事業 62,000 0.0%

⑭ ふれあい福祉基金運営事業 0 0.0%

⑮ 成年後見事業 18,521,000 2.0%

⑯ 生活支援体制整備事業 20,492,000 2.2%

⑰ 放課後児童健全育成事業 551,425,000 58.2%

⑱ 地域包括支援センター事業 35,874,000 3.7%

⑲ 指定居宅介護支援事業 25,427,000 2.7%

合　　　　計 945,785,000 100%

長く引きこもっていて
外出できない

ご近所の家財道具が
外まであふれている

辛く気分が落ち込んだ
ところから抜け出せない

息子が働かず
困っている

生活するお金に
困っている

介護がすごく負担で
悩んでいる

誰に
相談したら
いいか

分からない…

お気軽に
ご相談
ください！

基本理念である「だれ
でもが安心して共に暮
らせる支え合いのまち
づくり」を目指して、
事業活動を展開してま
いります。

〜法人化50年〜

※表、円グラフが示している額は、事業活動による収支予算のみの金額のため、収支に差額が生じています。
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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。

～気軽に、無理なく、楽しく、自由に～ ふれあい・いきいきサロン

　自分たちの地域にも交流の場を作りた
いと思い、平成29年９月から「みんなのひ・
ろ・ば」を始めました。毎月第３月曜日に、
コンフォール草加集会所で開催していま
す。参加者から１回200円をいただき、お
菓子やお茶を食べながらおしゃべりをし
たり、楽しい時間を共有しています。
　サロンでは、みんなで脳トレ体操をし
たり、折り紙や麻雀などの指先を使う遊びも取り入れています。また、

体を動かすのが好きな人は、卓球や
輪投げを楽しまれています。
　これからも、「今日は楽しかった。
また来月も参加しよう」と思っても
らえるようなサロンを目指していき
ますので、ぜひ一度見に来てくださ
い。お待ちしています。

　平成29年６月に、誰でも気軽に集
まれる場所として「お楽しみ・おし
ゃべりサロン」を立ち上げました。
グリーンライフ草加のリビングをお
借りして、月１回開催しています。
（参加費100円）
　私たちのサロンは、施設に入所している方も含めて毎回20人くらいの
方が参加され、一緒におしゃべりをしたり、あやとりやお手玉など懐か
しい遊びを楽しんだり、ゲームや体操をして和気あいあいと交流してい

ます。お茶の時間もあります。
　サロンを始めてちょうど１年に
なりますが、これからも皆さんと
一緒によりよいサロンを作ってい
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。

お楽しみ・おしゃべりサロン みんなのひ・ろ・ば
●代表　林

はやし

　喜
き く こ

久子　●活動場所　グリーンライフ草加
●活動日時　毎月第２火曜日　午後２時～午後３時30分

●代表　田
たどころ

所　喜
き よ こ

代子　●活動場所　コンフォール草加集会所
●活動日時　毎月第３月曜日　午後１時～午後４時

　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。
　会員でなくても、６０歳以上であれば参加できます。
　参加希望の方は、本会までお申し込みください。

日　時　平成３０年６月３０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
参加費　�無料（当日は、運動のできる服装、上履き、昼食を

ご用意ください。）

　草加市では現在、民生委員・児童委員、主任児童委員を合せて２８０人
が活動しています。
　民生委員・児童委員は、生活上の困りごとを解決に導くため、相談者を
行政や医療・介護の専門機関などにつなげる「パイプ役」を担っています。
　また主任児童委員は、民生委員・児童委員と協力し、教育機関などと連
携して児童問題に取り組んでいます。
　一人で悩まず相談してください。一緒に解決策を探しましょう。私達、
民生委員がついています。

これからも地域とともに
　地域における民生委員の役割

　本会では、約２５年前から地域に根
ざしたたすけあい活動を進める市民組
織として、地区社会福祉協議会（地区
社協）の活動を支援しています。
　地区社協では、町会・自治会、民生
委員・児童委員婦人会（当時）など、
地元地域の団体の協力で近隣住民が自
ら話し合い、協力し合って、それぞれ
地域性を生かしながら、次のような福
祉事業を実施しています。
● ふれあい会食会…７０歳以上の一人
暮らしの高年者を対象に、居場所作
り、仲間づくりを目的におこなって
いる会食会。

● 敬老会…概ね７５歳以上の高年者の
方々に対して公共施設等で催し物を

披露し、楽しいひと時を過ごしてい
ただいています。

● 三世代交流事業…地域のおまつりや
グラウンドゴルフ大会などを通じて、
おじいちゃん、おばあちゃんから孫
世代の交流を図る事業を実施してい
ます。
　また、民生委員を中心として、一人
暮らし高年者の見守り活動等も行って
います。

地域の福祉は地元から　〜地区社会福祉協議会〜〜楽しく健康づくり〜　ふれあい高年者運動会

スポーツ吹き矢を通じて世代間交流

子育て
介護のこと

お金のこと

生活の不安
身近な
相談相手

ご近所の
こと

お隣り
虐待かも

福祉サービス
のこと

地域の身近な相談相手として、
心配事や困りごとを解決できるよう、
行政や関係機関につなぎます。

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
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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

No.59

この夏、

　始める

ボランティア

～新しい自分に
出会うため～

❶夏休み
　ボランティア体験
　夏休み中の学生の皆さんを対象
に、福祉施設や保育園等でのボラ
ンティア活動を紹介しています。

❷ ｢点字・手話親子体験｣
○日　時　平成３０年７月２９日（日）
　　　　　午前１０時〜正午(点字体験)　
　　　　　�※点字体験以外に実際の盲導犬

（イース）と一緒に盲導犬につい
ても学習します。　

　　　　　平成３０年８月５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　定員になり次第締切り
○持ち物　筆記用具・飲み物等

❸障がい者スポーツ
「盲人卓球（STT）体験」

○日　時　平成３０年８月４日（土）　午前１０時〜正午
○会　場　総合福祉センター　であいの森
○対象者　小学生及びその保護者　定員各６組
　　　　　定員になり次第締切り
○持ち物　筆記用具・飲み物等

きっと見つかる　自分にできる　ボランティア

点字体験

保育園体験

盲導犬（イース）

手話体験

●　参加希望の方は、ボランティアセンターまで　　●　いずれも申込みは、６月１５日（金）から

いちばんH    Tなイベントで
す

！

福祉まつりin草加
　「みんなでつくろうバリアフリーのこころ」をテーマに福祉まつりin草加
を開催します。
　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
に介し、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、市民の皆様が福祉への理解を深めることを目的に、毎年開催しています。
　今年も協賛・参加団体、企業を募集しています。
　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。

チョボラ隊　同時募集！
　当日の運営を協力いただくチョボラ隊（チョットしたボランティアスタッフ）
を募集しています。
　活動内容は、開催当日駅前等でのパンフレット配布や、模擬店の手伝い、会
場の警備などのお手伝いです。
　希望者は、ボランティアセンターまでご連絡ください。

草加駅東口カーソン広場
健康チェックコーナー…体組成測定
野外ステージ…�フラダンス、キッズダンス、よさこいなど
模擬店…�やきそば、惣菜パン、せんべい、すいとん、みそおでんなど
※車椅子、アイマスク、手話、点字等のスタンプラリー

講演会、ステージ発表、パネル展示、バザー、子ども遊びコーナーなど

※内容については、変更する場合がございますので、予めご了承ださい。

アコスホールほか

イベント内容（予定）
野外イベント

屋内イベント

第25回 協賛・参加団体、企業募集11月25日㈰
開　催！
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　平成３０年６月１０日（日）、アコスホールで、朗読サークル「音訳ネット・草加　し
ばぐり（代表　川添千代子氏）」が創立４０周年を記念し、朗読発表会を開催しました。
長年の経験に裏打ちされた朗読技術で「葉っぱのフレディ」や「奥の細道」などの作品
を読み上げ、観客を作品の世界へ誘

いざな

っていました。
※ボランティア草加連絡協議会の加盟団体で、視覚障がい者向けに社協だよりや市議会だより
などの音訳活動や、市内の小学校を中心に本の読み聞かせなどを行っています。

　総合事業は、高年者人口の増加に伴い介護サービスを利用する人が増加する中で、介護サービスを提供する人を確保するための仕組み
です。今までは既存の介護保険事業所がサービスを提供していましたが、総合事業が始まったことにより、NPO法人や民間企業、住民に
よるボランティアなどでも通所介護・訪問介護サービスが提供できるように変わりました。
　サービスを提供する担い手となるためには、介護福祉士や看護師といった資格を保持しているか、この研修を修了することが条件となっ
ています。ボランティア活動に興味がある方、地域で何か活動してみたいと考えている方、
地域にある総合事業で活動したい方、ぜひこの機会にご参加ください。

　相手の話に耳を傾ける『傾聴』は、コミュ
ニケーション能力で最も重要なスキルです。
　相手の心に寄り添って話を聴くことから、
多くの事を学びボランティア活動やあなた
の日常生活に役立ててください。

　これからボランティア活動を始めてみたいと興味をお持ちの方にお勧めの
講座です。

日　　時：平成３０年７月１７日（火）・２３日（月）（全２回）
　　　　　午前１０時～午後３時３０分
場　　所：草加市文化会館　第一会議室ほか
内　　容： 介護保険制度や医学の知識、高年者の心身の特徴及び認知症の理解など
定　　員：４８人
申込期間：６月１５日（金）～７月６日（金）
申　込　み：地域福祉課
　　　　　電話：０４８−９３２−６７７０　FAX：０４８−９３２−６７７９

日　　時：平成３０年８月７日（火）
　　　　　午前１０時～午後３時（昼食休憩１時間を含む）
場　　所：草加市文化会館
対　象　者： 講座終了後、市内で傾聴ボランティア（おしゃ

べりボランティア）として活動できる方
受　講　料：無料（※昼食は各自ご用意ください）
定　　員：４０人
申込期間：６月１５日（金）～７月２０日（金）
申　込　み：地域福祉課
　　　　　電話：０４８−９３２−６７７０　
　　　　　FAX：０４８−９３２−６７７９

　子育て支援センターからボランティアセンターに、９月１５日（土）
に開催される第１８回の子育てフェスタのイベントを盛り上げるボラ
ンティアキャスト募集の協力依頼がありました。

募集対象：高校生以上
募集人数：�❷と❸の日程における募集人数は１０人程度とします。
募集期間：�６月１５日（金）～７月３１日（火）
報　　酬：無償　※交通費・昼食支給なし

興味のある方は、ボランティアセンターまでお問い合わせ下さい。
電　　話：０４８ー９３２ー６７７２

内　　容
①�前日準備（段ボール迷路の制作・会場の前日準備）
②�当日の会場準備・運営補助（開場前の準備・受付・案内・スタ
ンプラリー景品交換など）
③�当日の運営補助・片付け（受付・案内・会場片付けなど）

草加市介護予防・日常生活支援総合事業の
担い手研修を開催します

子育てフェスタ

創立４０周年　おめでとう！

❶　９月１４日（金）午後１時〜午後６時ごろまでの参加可能な時間
❷　９月１５日（土）午前９時〜午後１時
❸　９月１５日（土）午後１時〜午後４時ごろ（会場片付け終了）まで

ボランティアキャスト
募集

朗読発表会の練習風景

地域で活躍して
みませんか？

草加市内には、地域の方々が中心とな
り行っている活動がいくつかあります。
研修修了後には、活動場所を紹介した
り、新しい活動の相談にも対応します。

～「聴く」ことを学びましょう～
傾聴ボランティア養成講座 初級編

音訳ネット・草加しばぐり

※講座終了後、おしゃべりボランティア事業の説明会を行います。併せてご参加ください。
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　成年後見制度は、認知症や障害などにより、日常生活の判断にお困りの方を
支援する制度です。（未成年には未成年後見人がつきます。）
　支援者（後見人等）は、ご本人の状態に合わせ、次のようになっています。 

まるごとサポートSOKA（まるサポ）では、就労のための支援を行なっ
ています。仕事を始めるに当たって支援が必要な方や、事情により長期
間仕事に就けなかった方などに対し、受け入れ施設の協力を得て就労訓
練の機会を提供しています。訓練により就労意欲を高め、就職活動時は、
ジョブスポット草加（ハローワーク）と連携して支援しています。

　Ｓさんは、精神的な疾患から、数年間仕事ができ
ずにいました。まるサポへの相談をきっかけに、就
労訓練を受けることになりました。訓練先の施設で、
施設管理と庭の掃除などをしています。
　施設職員からの丁寧な説明と指導により、社会性
や、起床・身支度といった生活リズムが身について
きました。
　Ｓさんのペースに合わせて回数・時間・内容を相
談し、訓練を継続しています。

　後見人等をつけるには、住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをする必要があります。
（草加市の方はさいたま家庭裁判所越谷支部）
　制度が複雑で、提出書類も多くあります。ご利用を検討される方や身近に必要な方が
いらっしゃる場合は、ぜひ、そうか成年後見サポートセンターにご相談ください。

就労訓練から
就労へ！

そうか成年後見サポートセンター
電話 ０４８−９３２−６７８８

本人の判断能力 利用する制度 各種契約・財産管理等

できない
（重度） 後

こうけん

見
支援者：後見人
ご本人：被後見人

後見人が代わりに行う。

できることもある
（中度） 保

ほ さ

佐
支援者：保佐人
ご本人：被保佐人

重要な法律行為は保佐人が同意する。
状況に応じて代理する。

できるが支援が必要
（軽度） 補

ほ じ ょ

助
支援者：補助人
ご本人：被補助人

本人が行うが、同意・代理する権限が
あれば、補助人が同意・代理する。

また通帳を
なくしてしまった…
どうしよう…

父が認知症に
なってしまった。

家を売らないと施設の
費用が払えない…

私たちが亡くなったら
障がいのある子が1人に
なっちゃうわ…

こんなことでお困りではありませんか？

ご存知ですか？成年後見制度

特別養護老人ホームで訓練中の
Ｓさんを取材しました！

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

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
⬇

少しずつ仕事に慣れてきている様子が
うかがえ、表情も良くなってきました。
たくさんの人と関わることが大切で
すね。

エアコンのフィルター清掃をお手伝い

最初は緊張していましたが、皆さんが優し
く指導してくれるので、通うのがとても楽
しいです。就労への不安が少しずつ軽減さ
れています。

草加市委託

受入施設　栗原施設長

（就　労）まるサポ

ジョブ
スポット
草　加就労訓練

（相談・支援計画）
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かいごのかわら版
認知症になっても安心して暮らせるまちづくり

オレンジカフェ（認知症カフェ）

『認知症サポーター養成講座』

小学生の認知症サポーターが誕生！

草　加
　高齢化の進行とともに認知症の人も増え続け、2025年には700万人、65歳以上の高年者のうち5人に
1人が認知症になると推測されています。今や認知症は決して他人ごとではなく、自分や家族、友人や知り
合いなどにも起こりうる身近な問題になっています。
　もし認知症になっても、安心して暮らしていけるよう、草加市ではさまざまな取り組みが行われています。
　今号では、その取り組みの一つである、「認知症サポーター養成講座」を紹介します。

　今年度は、仕事や学校などのため、日中に時間が取りにくい方が参加しや
すいよう、夜間に認知症サポーター養成講座を開催します。
　一人でも多くの方に認知症について理解していただき、見守りの目を増や
していくことが、「認知症になっても安心して暮らせるまちづくり」への第
一歩です。
　みなさまの申し込みをお待ちしています。この機会にぜひご参加ください。

　平成29年度から、「小学生向け認知症サ
ポーター養成講座」が開催され、市内11校
1048人の「小学生認知症サポーター」が誕
生しました。（平成30年3月末現在）
　受講した小学生からは、「やさしく接して
あげたい」「困っていたら助けてあげたい」
などの感想がありました。
　認知症は、社会全体で取り組んでいかなく
てはならない大きな問題です。小学生のうち
から認知症について正しく学び、一人ひとり
ができることに取り組むことが大切です。

認知症サポーターとは… 草加市内の
認知症サポーター数

7017人
（平成30年3月末時点）

　何か特別なことをする人ではありません。
認知症について正しく理解し、偏見を持たず、
認知症の人やその家族に対して温かい目で見
守る応援者のことです。

「驚かせない」、「急がせない」、
「自尊心を傷つけない」。３つの
「ない」を、きちんと守れたか
な？

受講した方には認知症サポーターの証である、オレ
ンジリングとサポーター証をお渡ししています。

※印は草加市委託

お問い合わせ：草加市　長寿支援課　相談支援係　連絡先：０４８–９２２–１２８１

会　　場 日　　時 連　絡　先 参加費

❶
※

「オレンジカフェ」
草加キングス・ガーデン
遊馬町１８５

毎月第2土曜日
午後2時〜午後4時

草加キングス・ガーデン
☎０４８－９２９－００１０ 100円

❷
※

「ホッと！さわやか」
さわやかたすけあい草加
谷塚町５９６�ヤギヌマビル１階

毎月第2土曜日
午後1時30分〜
午後3時30分

特定非営利活動法人
さわやかたすけあい草加
☎０４８－９２２－４４３２

100円

❸
※

「オレンジカフェ　ぬくもり」
ボンセジュール草加
氷川町２１４９－３

毎月第4土曜日
午後1時30分〜
午後3時30分

株式会社
ベネッセスタイル　ケア
ボンセジュール草加
☎０４８－９２４－６３１８

100円

❹
「オレンジカフェ」
リバーサイドカフェ
栄町２－７－３４

毎月第1土曜日
午後1時30分〜
午後2時30分

ジョイフル　ファミリー
☎０５０－５３１７－２２８５ 100円

❺
※

「オレンジカフェ　さいゆう」
埼友草加病院
さいゆうヴィレッジ３階会議室
松原1－１－７－２２

毎月第3土曜日
午後2時〜午後4時

埼友草加病院　地域連携相談室
☎０４８－９４４－６１１１
(株)メディトピア
☎０４８－９４４－１６６８

200円

❻
※

「オレンジカフェ　りんちゃん」
デイサービスセンター草加
長栄２－２０－１

毎月第2土曜日
午後2時〜午後4時

デイサービスセンター草加
☎０４８－９４６－７２７１ 100円

❼
「オレンジカフェ　あおやぎ」
みんなの家・草加青柳
青柳６－２６－６

毎月第3水曜日
午後1時30分〜
午後3時30分

みんなの家・草加青柳
☎０４８－９３０－６５７０ 無料

❽
「オレンジカフェろいやる」
第１会場
草加市総合福祉センターであいの森
柿木町２６１－１

毎月第2土曜日
午後1時30分〜
午後3時30分

介護老人保健施設
草加ロイヤルケアセンター
☎０４８－９３０－５５９１

100円

❾
「オレンジカフェろいやる」
第２会場
草加ロイヤルケアセンター
柿木町１２３－２

毎月第4日曜日
午前10時〜正午

介護老人保健施設　
草加ロイヤルケアセンター
☎０４８－９３０－５５９１

100円

行って
みようかな

夜間開催

平成３０年７月１８日（水）
午後６時３０分～午後８時
草加市文化会館　第１・２研修室
３０人
６月２１日（木）～　（定員になり次第締切り）
松原・草加東部地域包括支援センター
電話　０４８−９３２−６７７５

日　時

会　場
定　員
申込み
問合せ

❶ ❷

❸

❺

❻ ❼
❽ ❾

新
田

草
加

谷
塚

独
協
大
学
前❹

オレンジカフェ MAP

　オレンジカフェは、認知症に関心のある人誰もが参加でき、お茶を
飲みながら気軽に話せる集いの場です。認知症の人を支える家族の介
護負担の軽減や、地域の人との交流の場として認知症の正しい理解や
適切な対応の輪を広げていくこと、認知症の人を支えるつながりをつ
くることを目的としています。お気軽にお立ち寄りください！

＊対　象　者＊�認知症の方やその家族、認知症に興味のある地域住民、
医療・福祉専門職　等

＊参加方法＊�直接会場にお越しください。また、詳細については、各
連絡先に問い合わせください。
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次号の「そうか社協だより」（第156号）は平成30年９月発行予定です。

【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

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

獨
協
大
学
前

（
草
加
松
原
）

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

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

【申込み・問合せ】介護課介護サービス担当　電話 ０４８－９３２－６７７７

名　　　　　称 金　　額
草加市商店連合事業協同組合 66,722草加市社会福祉協議会募金箱

合　　　　　　　計 101,800

名　　　　　称 金　　額
（株）伊藤園 2,424コカコーライーストジャパン（株）
新里小学校

32,654川柳小学校
稲荷小学校
草加中学校

氏名・名称 寄付金額
椛島　幸夫 10,000
旭町団地自治会 7,175
草加市ダンススポーツ連盟 30,000
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 11,700

草加ボーイズ後援会（前全草加） 12,901
新和会連合　会長　石井　勝美 94,018
第25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

草加落語会 13,000
ギターアンサンブル　シンシア 3,000
草加中央ボランティアクラブ 100,000
平成30年度　第37回埼玉県空手道
剛柔流選手権大会 18,687

草加市民謡団体連合会 30,000
匿名 　4 件 126,371

合　　　　　計 506,852

氏名・名称 寄付物品
朝日生命保険相互会社　越谷支社　
草加営業所 タオル 96 本

明治神宮崇敬会 洗剤一式
平塚製菓株式会社 食料一式
富岡　サダ子 タオル 20 本
匿名 10 円分切手

　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
平成30年３月６日～６月５日

（敬称略　単位：円）

赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました。
平成29年度　赤い羽根共同募金　追加分実績報告

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」

難聴者同士の交流を通じて日々の生活における情報交換や情報共有を図ります。
日　時　平成30年６月２４日（日）　午前１０時〜正午
会　場　草加市立中央公民館第１・２講座室
内　容　�①ミニ講演「聴こえないってどういうこと？〜自分の経験〜」
　　　　　講師は草加市聴覚障害者協会会員の山

やまもと

本美
み ね こ

念子氏
　　　　②参加者による懇談
対象者　難聴者や中途失聴者
参加費　無料
※手話通訳・要約筆記がつきます。

「難聴者の集い」

日　時　平成30年７月２９日（日）午後２時〜午後４時３０分（午後１時３０分受付開始）
会　場　草加市立中央公民館第１・２講座室
内　容　�講演「薬の正しい使い方〜湿

シ ッ プ

布編〜」講師は管理薬剤師の米
よねはな

花亮
りょう

氏。
　　　　併せて手話通訳者・要約筆記者派遣事業に係る説明及び懇談会を開催します。
対象者　�草加市在住の聴覚障がい者、音声又は言語機能障がい者やそのご家族、聴覚障がい福祉関

係者等
参加費　無料
※手話通訳・要約筆記がつきます。

手話通訳者派遣事業懇談会「聴覚障がい者のひろば」

「難聴者の集い」

　結婚５０年を迎える夫婦を対象に金婚式を開催します。
　結婚５０年という人生の節目の年に、アトラクションや
記念写真撮影などを行い、みなさんにささやかながら楽し
いひと時をお過ごしいただけるよう企画しました。
　参加希望の方は、電話でお申し込みください。

二人の思い出の１ページに開　催　日　平成30年11月２７日（火）
会　　場　アコスホール（アコス南館７階）
内　　容　�アトラクション・記念写真撮影など
対　象　者　�昭和４３年に結婚した夫婦（１月１日〜１２月３１日）
申込期間　６月15日（金）〜９月１４日（金）

申込み先
地域福祉課　
電　話� 0 4 8 ー 9 3 2 ー 6 7 7 0
ＦＡＸ�� 0 4 8 ー 9 3 2 ー 6 7 7 9

（単位：円）

社協会員加入にご協力いただき、ありがとうございました。
名　　　　　称 金　　額

谷塚すみれ防災会 11,000
名　　　　　称 金　　額

栄町二丁目町会 75,000

平成29年度　社協会費　追加分納入実績報告
（単位：円）

ご結婚５０年
金婚おめでとうございます

祝

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　１，３００円　　生活援助　１，０００円
　　　　�（処遇改善手当、夜間・早朝・休日割増あり）

❶嘱託職員 ❷登録訪問介護員


