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社会福祉法人
草加市社会福祉協議会

会長　藤城　武志
　本会は、昭和43年12月23日に社会福祉法人として認可を受けて
から、今年で50年を迎えました。
　半世紀にわたり、一貫して地域福祉活動に取り組むことができ
ましたのも、ひとえに市民の皆様をはじめ、福祉関係諸団体の皆
様のお力添えがあったからこそと、深く感謝を申し上げます。
　この50年の間に社会状況は大きく変わり、高齢化、核家族化、
単身化、さらには家族機能の変容が進みました。また、地域社会
に目を向けると、向こう三軒両隣の精神と地域のつながりは希薄化の一途を辿っています。
　こうした状況を背景に、孤立死や虐待、引きこもりなど、さまざまな福祉課題が生じています。本会では時代とともに移り変わる福
祉課題に対応するため、地域のつながりを基盤とした福祉活動を進めてまいりました。
　特にボランティア団体の連合会や町会・自治会、民生委員・児童委員などを柱とする、「地区社会福祉協議会」を設立することがで
きたことで、住民主体の福祉活動を大きく前進させることができました。また介護や権利擁護、児童などに関する福祉事業にも着手し
ながら、業務の分野・領域も拡大してきました。
　これからも、さまざまな福祉ニーズに対応し、「だれでもが安心してともに暮らせる支えあいのまちづくり」を目指して、地域福祉
活動に取り組んでまいります。

草加市社会福祉協議会は 	 を迎えます法人化50周年

自分たちで「まち」をつくる 
～「まち」を楽しく使いこなす方法～

studio-L代表。コミュニティデザイナー。社会福
祉士。
1973年愛知県生まれ。大阪府立大学大学院及
び東京大学大学院修了。博士（工学）。建築・
ランドスケープ設計事務所を経て、2005年に
studio-Lを設立。地域の課題を地域に住む人たち
が解決するためのコミュニティデザインに携わ
る。まちづくりのワークショップ、住民参加型の
総合計画づくり、市民参加型のパークマネジメン
トなどに関するプロジェクトが多い。

講師：山﨑　亮 氏（やまざき　りょう）

テ
ー
マ

法人化50周年記念講演

平成31年２月21日（木）午後1時30分～午後3時（開場　午後1時）
アコス南館7Ｆ アコスホール
無料
200人
平成30年12月３日（月）※定員になり次第締切り
電話または本会ホームページからお申し込みください。 

【申込み・問合せ】　草加市社会福祉協議会（代表）☎048－932－6770

　山﨑亮さんは、日本各地で地域の課題を地域に住む人たちが、自分たちの力で乗
り越えていくためのお手伝い（コミュニティデザイン）をしています。
　全国のユニークな事例から草加市におけるまちづくりを一緒に考えてみませんか。

▼ 申込みフォーム

日　　時

講師 会　　場

費　　用

定　　員

申込開始日

申込方法

地域福祉は住民同士の交流から　　　　　　（松原地区社協：手焼せんべい体験）
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あのとき始まった事業
今はこんなに変わりました！

社協だより

昭和 46 年 昭和 49 年 昭和 57年

平成 30 年 平成 29 年

創刊号。字体に時代を感じます。 創刊100 号特集。社協だよりの歴史を振り返りました。 平成 27年から6月号がフルカラーに

高年者運動会。種目や服装が大きく変わりました。 金婚式。開催様式が会食型から会場型になりました。

年 月 主な歩み・出来事
昭和43 12 当時の厚生省から社会福祉法人草加市社会福祉協議会の設立認可が

決定（昭和43年12月23日）
44 ４

11
社協会費制度を発足
第１回草加市社会福祉大会を開催

45 ７
12

結婚相談所を開設
広報紙「草加社協だより」を創刊

46 12 草加市善意銀行を開設
47 １ 正月里親運動を実施
52 ８ 第１回ボランティアスクールを開催
55 ６

８
草加市ボランティア連絡協議会を発足
第１回「夏休み親子のつどい」を開催

56 ８
11

ボランティアだよりを創刊
第１回合同金婚式を開催

60 ４ 埼玉県共同募金会草加市支会事務局を発足
63 ４ 市社協事務局が市役所南庁舎から社会福祉活動センター内へ移転

平成元年 11 ひとり暮らし高年者の会食会事業を実施
３ ４

10
登録市民ヘルパー制度を開始
ふれあいのまちづくり事業の指定（全社協から）

４ ６
７
地区社会福祉協議会発足開始
ふれあい会食会事業を開始

５ ４ ガイドヘルパー派遣事業を開始（草加市から受託）
６ ４「第１回福祉まつり」を開催
７ ３ 第一次地域福祉活動計画を策定
11 10 福祉サービス利用援助事業（あんしんサポートねっと）を開始

年 月 主な歩み・出来事
平成12 ４ 介護保険法が施行・社会福祉法等改正

介護保険事業を開始
13 ２ 市社協事務所が社会福祉活動センターから現所在地に移転
15 ４ 支援費制度（身体障がい児・者福祉サービス）を開始

ふれあい・いきいきサロン事業を開始
16 10 そうか社協だより「創刊100号」を発刊
18 ４ 草加市地域包括支援センターを受託

（名称　稲荷・草加東部地域包括支援センター）
福祉サービス利用援助事業を独自実施

19 ４
９

松原・稲荷・草加東部地域包括支援センターに名称を変更（担当圏域の拡大による）
第二次地域福祉活動計画を策定
ふれあい高年者運動会をすこやかクラブ連合会と共催で実施

21 ４ 松原・草加東部地域包括支援センターに名称変更（担当圏域の変更による）
23 ８ 東日本大震災被災地へ第１回市民災害ボランティアバスツアー事業を実施（計15回）
24 10 そうか成年後見サポートセンターを開設
25 ２ 草加市災害ボランティアセンター設置・運営訓練を開始
26 ４

７

被災者生活支援事業を開始（草加市から受託）
生活困窮者自立支援相談窓口を開設（草加市から受託）
おしゃべりボランティア事業を開始（草加市から受託）

28 ４
７
生活支援体制整備事業を開始（草加市から受託）
地域ふくし懇談会を開催

29 ４ 社会福祉法人制度改革に伴う組織体制の整備
生活困窮者自立支援相談窓口を「まるごとサポート　SOKA」に名称変更

30 ４
　

12

放課後児童健全育成事業開始（草加市から受託・指定管理）
（放課後児童クラブ17クラブの管理・運営）
「さかえーる」オープン
法人化50周年

50年の軌跡を辿ってみましょう
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児童クラブまつりの様子

　今年も地域歳末たすけあい募金運動の時期がやってきました。
　この募金は、支援を必要とする人たちが、地域で安心して暮らすこ
とができるよう、さまざまな事業に活用しています。

みなさんからの募金は・・・
　地域歳末たすけあい慰問金事業や地域歳末ひとり暮らし高年者世帯等大掃除事業、ふれあい・いきいきサロン事業、
ふれあい会食会などに活用しています。

　平成30年11月３日（土）、ふささら祭りが開催される中、松原遊歩道で赤
い羽根共同募金（街頭募金）を実施しました。
　小学生から中学生までのちびっ子ボランティアと保護者の方々が参加し、
33,761円の募金が集まりました。
　ご協力ありがとうございました。

平成30年12月３日（月）
①午前10時30分～午前11時30分
②午後６時～午後７時
谷塚・草加・獨協大学前＜草加松原＞・新田の各駅にて実施
※荒天の場合は中止となることがあります。

市内17児童クラブで児童クラブまつりを開催中！
会場に足をお運びいただいた皆さん、ありがとうございました！
また、12月に開催する児童クラブもあります。そちらにも、ぜひ足を運んでください。

　なずな組では、自動販売機でプラ板を販売しました。
自動販売機は、子どもたちの手作りです。1学期に男の子
たちが自動販売機を作って遊んでいたので、その自動販

売機を大きく作ってお
まつりに出すことにし
ました。自分たちの背
よりも大きい自動販売
機を作ることは大変で
したが、張り切っ
て作りました。
当日は、たく
さんのお客さ
んが来てくれ
て大盛況でし
た！！

9/29（土）清門児童クラブ
つくし組	39人	なずな組	35人	すぎな組	42人
	 計116人

　児童クラブまつりに向けて、まずは高学年会議（4～ 5
年生）を行い、内容を決めていきました。子どもの中か
ら「この間テレビで見たのだけど…」といろいろな意見
が飛び交う中、1つはボールビンゴに決まりました。その
ほかにも子どもたちと
一緒に遊びのコーナー
を決めました。当日、
ボールビンゴは長い行
列ができるほど大
人気！！
なかなかビン
ゴにならない
ので、ビンゴ
になった子は
大喜びでした！

　

10/13（土）八幡北児童クラブ
たぬき組	36人　きつね組	33人
　	 計69人

問合せ：地域福祉課　共同募金担当　電話０４８－９３２－６７７０    

問合せ：児童健全育成課　電話０４８－９２４－８７２２

12月１日（土）から　
 地域歳末たすけあい募金運動が始まります

 みなさまのご協力をお願いします！

12月３日は市内４駅で街頭募金を実施！
街 頭 募 金 の 日 程

プラ板　（プラスティックの板に絵を書いて
オーブントースターで焼くと縮まり硬くなります。）

ふささら祭り
街頭募金

ご協力ありがとう

ございました。

パリポリ君も来るかも

大活躍のちびっ子ボランティア

手作り自動販売機は大盛況 ビンゴになったかな？
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地区社会福祉協議会は市内を12の地区に分け、地域住民同士の見守り、親睦交流、
助け合いを中心とした活動をしている住民主体の団体です。

　参加者の人数が年々増加しており、数年前から午前と午後に分けて実施しています。
　特色としては、プロの三味線奏者や落語家による伝統芸能、また地元で活躍している方々の
踊り、ダンス、歌のほか、八幡小学校２年生の児童達による歌とダンス、そして肩たたきがあ
ります。
　特に孫世代である児童による肩たたきの交流には、参加者の目元や頬が緩みっぱなしになっ
ています。

新田東部地区社会福祉協議会は市の北東部に位置し
ており、八幡町、弁天、中根を区域としています。

～新田東部地区社会福祉協議会の敬老会～
（平成30年９月14日（金）開催　会場　八幡コミュニティセンター）

あなたの近くの地区社協

【参加者の声】
◦�とても楽しく過ごすことが出来ま
した。役員の皆様には準備などい
ろいろとお世話になりました。

� （70代男性）
◦�八幡小学校の子供たちがとても可
愛かったです。肩たたきで肩と心
が癒されました。� （80代女性）

草加市介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の
担い手向け研修を開催します。

日　時：平成31年２月４日（月）・５日（火）　（２日間）
　　　　午前10時～午後３時30分
会　場：草加市文化会館　第一会議室
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：90人
申込み期間：平成30年12月17日（月）～平成31年１月31日（木）
　　　　　　※�土・日・祝日、平成30年12月29日（土）から平成31

年１月３日（木）までを除く
申込み：地域福祉課　生活支援担当
　　　　電話：048－932－6770　FAX：048－932－6779

　平成29年４月から総合事業が始まり、既存の介護保険事業所が提供するサ
ービスに加えて、NPO法人や民間企業、住民によるボランティアなどで、通
所介護・訪問介護が提供できるようになりました。
　その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取得して
いるか、この研修の受講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。
　なお、２日目の研修終了後には、活動場所の紹介や新しい活動の相談もで
きます。

　総合事業の１つである「通所型サービスB」は、既存の通所介護と異なり、
送迎や入浴の提供はありませんが、地域住民主体のサロンのような居場所と
なっています。
　友人の家にふらっと立ち寄るような気軽な雰囲気のところが多いです。
　「そんな居場所を地域に作りたい！」と研修に参加される方もいます。

このまち大好きミーティングは、草加市各地で開催しています。今後もみなさまの参加をお待ちしています。

　「このまち大好きミーティング」では、その地域に住む方々
やそこで活動している方々などと、自分たちの住む地域がこれ
からどうなっていったらいいかを、みんなで話し合います。
　その取り組みの一部を報告します。

9月22日（土）谷塚西部地区
　地域での支えあいの大切さについて寸劇で学び、そのあと谷
塚西部地区について参加者同士で話し合いました。
　谷塚西部地区では、すでに行っているさまざまな地域の活動
があることがわかり、次回はさらにそれらの活動をみんなで共
有していきたいと考えています。

このまち大好きミーティング
開催中！ ＜感じていること＞

・�地域での支えあいは大事だけど、具体的に
どう支えていったらいいかわからない

・�子どもや若い人は忙しいが、これからの時
代は地域でみんなが繋がることが大事

・先を見据えた取り組みを考える必要がある

＜谷塚西部地区のいいところ＞
・地域の活動が多い
・水害が少なく、住みやすい町
・町会の活動が活発
・�お祭りが多く、世代間交流が
ある

・交流できる場所が多くある

＜次回のまちすき＞
地域のお宝発見！
ワークショップ

谷塚西部地区の
活動を地図に落と
し込もう！

× ＝

39人が参加！

略して まちすき!

グループで話し合った内容を共有し、次回のときに活動を見える化していきます。

通所型サービスB （順不同）
団体名 所在地

松原団地見守りネットワーク 草加市松原2-1-22　１階集会所

ふれあいセンター・新田 草加市長栄1-779-1
エクセレントウエストこはく102

くらぶルーム「花グループ館」 草加市金明町1038　
サンヴィレッジTANAKA　１階

みんなのひろば　あきちゃんち 草加市西町640-3
草加こうりん 草加市住吉2-7-1　ベルゾーネ曙201

ほんわかサロン 草加市遊馬町185
草加キングスガーデン内

さかえーる 草加市栄町1-1-14

八幡町

弁天
中根

（総合事業は、通所型サービスBのほか、通所型サービスA・C、訪問型サービスA・Bがあります。）
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No.61

　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30年５月に、誰でも気軽に集まり、お茶を飲みながらお
しゃべりをする場として�地域サロン「柳島」�を始めました。毎
回10人くらいの方が参加しています。ドラッグストアのウエル
シア柳島店の一角をお借りして、月１回開催しています（参加
費100円）。
　サロンでは、ミニセミナーとして薬剤師による熱中症対策や

介護体験談があったり、
お部屋には参加者が撮影
した写真の展示があっ
たり、また手作りのお菓
子が振る舞われたりしま
す。地域の素晴らしい力
が集まり、１＋１が３に
も４にもなる楽しい会で
す。
　サロンに興味のある方
がいらっしゃいました
ら、ぜひ一度気軽に見に
来てください。お待ちし
ています。

　「ふれあい・いきいきサロン」では、地域の仲間と身近な場所
で、楽しくおしゃべりしたり、悩みを相談したり、イベントに
参加したりしています。
　本会は、高年者や子育て中の方、障がいのある方のサロンづ
くりを応援しています。サロンに興味がある方は、本会まで連
絡をください。

地域サロン「柳島」
●代表　酒

さ か い
井　　斉

ひとし
　●活動場所　ウエルシア柳島店

●活動日時　毎月第２火曜日　午後１時～３時

気軽に参加できます！
『ふれあい・いきいきサロン』

連絡先　地域福祉課　電話　０４８－９３２－６７７０

皆で気軽にお茶して
おしゃべりが楽しい！

囲碁や将棋、体操をやったり、
わいわい過ごしてます！

ここがあって
良かった、と
言ってもらえ
て嬉しい！

お友達が
たくさんできて
良かったわ～�
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平成30年度
初心者向けボランティア講座

ボランティア　自分に何かできること
～始めなければ始まらない～

　ボランティア活動に参加したい。でもどうしたら・・・
　ボランティア活動に興味がある方への入り口となる講座です。市内で活躍
するボランティア団体等を紹介しますので、お気軽にご参加ください。

【日　時】　平成31年２月25日（月）
　　　　　午後２時～午後４時
【会　場】　草加市文化会館
　　　　　レセプションルーム
【対象者】
　・�市内在住でボランティア活動に興味が
ある方

　・�ボランティア活動の初歩を学びたい方

【受講料】　無　料
【講　師】　文教大学　二宮　雅也　氏
【定　員】　30人
　　　　（定員になり次第締切ります。）

【申込開始日】　
　　　　　平成30年12月３日（月）
※�土・日・祝日、平成30年12月29日（土）
から平成31年１月３日（木）までを除く。

申込み先
地域福祉課　ボランティア担当　電話　０４８－９３２－６７７２

きっと出会いが広がります。
ボランティアを募集します。
ボランティアは、誰かのために今のあなたができること。

ご都合の良い時にボランティア活動に参加しませんか。

　なお、歌や踊り、楽器演奏等を福祉施設で披露していただけるボランティア団

体も募集中です。

例えば…
・リネン交換のお手伝い　　・編み物を教えてくれる人　　・掃除　　　
・福祉体験学習のお手伝い　・利用者のドライヤーかけ　　など……
・将棋・囲碁の相手　　　　　　※時間や曜日は、ご相談いたします。

　本会では、ＮＰＯ法人日本入れ歯リサイクル協会に協力し、不要入れ
歯の回収を行っています。下記の場所に不要入れ歯回収ボックスを設置
しています。
　皆様から回収した入れ歯は再資源化し、そこで生じた益金を、日本ユ
ニセフ協会を通して世界の恵まれない子供たちの支援のために役立てる
とともに、本会が実施する福祉事業に活用し
ています。
　また、携帯電話にも再資源化が可能な貴金
属が含まれているものがありますので、気軽
にお持ちください。
　皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
※金属のついていない入れ歯は、
　回収できません。

不要になった入れ歯や
携帯電話はありませんか？

今年度は、
本会の福祉事業費として

６，０１６円
を受け入れました。

＜回収ボックスの設置場所＞
　①本会事務局ロビー
　②草加市役所福祉政策課窓口

＜寄附方法＞入れ歯の場合
①一度煮沸消毒をする。
②新聞紙もしくは封筒に入れる。
③�回収ボックスに備え付けの「入
れ歯寄附お名前票」に必要事項
を記入し、貼付のうえ、投函する。
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２月23日は税理士記念日！
　平成31年２月の市民税務・経営相談は、関東信越税理士会川口支部の協力により、
時間を拡大して相談をお受けします！ご予約をお待ちしております！！
　２月23日が土曜日のため、前々日の２月21日（木）が相談日となります。

市民税務・経営相談へ！
…税のお悩みは確定申告？贈与？ 相続？

税法

※2月以外の開所日時は、毎月第２木曜の午後１時30分から午後４時30分までとなります。

事前に電話予約（前日の正午まで）　

関東信越税理士会川口支部

申込方法

連 絡 先

草加市社会福祉協議会

平成31年２月21日（木）

午前９時から正午まで
午後１時30分から午後４時30分まで

おひとり概ね30分

相談場所

相談時間

開 所 日

開所時間 048ー263ー0781
048ー261ー2626
kawazei0781@gmail.com

TEL

FAX

Eメール

開所時間
拡 大！

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（ま
るサポ）は、草加市から生活にお
困りの方の自立相談支援を受託し
ている窓口です。

まるごとサポート SOKA

ま る サ ポ

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

ひとりで抱え込まずに、まずはご相談ください！

まるごとサポートSOKAでは、お困り
の方の課題を把握し、状況に応じた
プランを作成して、解決の
ための支援をします。

こんな悩みはありませんか？？
「失業中で家賃の支払いに困っている」
　「働きたいけれど仕事が見つからない」「子どもの勉強が心配」

就労
支援 学習

支援

関係
機関との
連携住居確保

支援

　「民事訴訟管理センター」や類似名の団体か
らハガキが届いても、決して相手に連絡しない
でください。
　「訴訟」、「給料、財産の差し押さえ」などの
言葉に、どうしても不安がぬぐえない場合は、
最寄りの警察署や消費生活センターなどに連絡
しましょう。

☎048ー941ー6111草加市消費生活
センター

☎048ー943ー0110草加警察署

よく読むとツッコミどころ満載

そのはがき、
架空請求ですよ！

学習支援事業では
ハロウィンパーティーを

開催しました。
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かいごのかわら版

　みなさん、夏が終わってもちゃんと水分補給をしていますか。冬は、夏と同じくらい脱水症に
なりやすい季節なんです。なぜ、冬でも脱水症になるのか？その原因を見ていきましょう。肌だ
けでなく、体内の乾燥対策も大切に。

油断大敵  「冬のかくれ脱水」に気を付けよう

なぜ冬なのに脱水症になるの？

　認知症サポーター養成講座修了者向けワークショップ� 　

認知症サポーター「学びの輪」を開催しました！

かくれ脱水の予防法は？

１ こまめに水分補給をする
　摂取量は約1200mlが目安。コップ１杯（約200ml）
を６回くらい（起床時、3度の食事中、
入浴後、就寝前）に分けて補給しま
しょう。水または白湯がおすすめで
す。
　酒類、お茶、コーヒーなどは、利
尿作用があるので控えめに。

２ 加湿を心がける
　快適に過ごせる５０～６０％の湿度
を保ちましょう。加湿器を利用したり、
洗濯物などを部屋干ししたりすると効
果があります。

３ 感染症による脱水は電解質も補給
　ウィルス感染による嘔吐や下痢、高熱等による大量の
発汗時は、水だけでなく経口補水液やスポーツドリンク
などで電解質も補給することが大切です。

★★★

１  乾燥による水分蒸
発量の増加

　乾燥によって皮ふ、粘膜、
呼気からの水分蒸発量が増
え、自覚がないまま体内から
水分が減っていきます。

３ 水分摂取量の減少

　低気温によって喉の渇き
が感じにくいことがあります。
　また、体が冷える、トイ
レが近くなる、などといっ
た理由で水分摂取量や回数
が減っていることも。

２  ウィルス感染なども脱水症
の原因に

　冬に流行するインフルエンザやノロウィ
ルスなどに感染すると、発熱、発汗、嘔吐
や下痢などの症状があります。
　これらにより、水分のほか体液に含まれ
る電解質（塩分、
ミネラルなど）も
同時に失われ、脱
水が進行します。

かくれ脱水チェック表
（あくまでも目安です）

対象：65歳以上の方
1つでもあれば「かくれ脱水」の可能性があります。

□皮膚がかさつくようになった。

□口の中がねばつくようになった。

□ 便秘になった。あるいは以前より
もひどくなった。

□ 以前よりも皮膚に張りがなくなっ
た。

□ 足のスネにむくみが出るようにな
った。

体重の２％（60kgのとき1.2kg）
の水分が失われると軽度の脱水と
なります。

　認知症サポーター養成講座修了者のステップアップとして、「さか
えーる」でワークショップを行いました。「認知症についてもっと知
りたい」、「認知症の方のために活動したい」というサポーターの方
たちが集まり、認知症への学びを深めました。

　８月23日（木）に開催した第１回目には10人のサポーターが参加
し、介護者の気持ちへの理解を深めました。家族間での葛藤や行方
不明になってしまった時の心境などを認知症の介護経験者に伺い、
より一層の認知症への理解を深め、家族へのケアの重要性を再認識
しました。また、「徘徊」という言葉に強い違和感を覚えたとの介護
者家族の想いを聞き、「徘徊」に変わる言葉を考えていきたいとの声
があがっていました。

　10月５日（金）、第２回目では、特別養護老人ホーム川口キングス
ガーデン施設長・橋村あゆみ氏を講師に招き、『徘徊』をテーマに講
演していただきました。８人のサポーターが参加し、認知症の方の
心理などについて学びを深めました。

という橋村氏の言葉に、参加者は関心を寄せていました。
　認知症について正しく理解し、寄り添った接し方をすることがで
きれば、不安なく住み慣れた地域で暮らしていけるのではないでしょ
うか。そのために、私たちに何ができるのか、これからも地域の皆
さまと一緒に考えていきたいと思います。

※徘徊：あてもなくうろうろと歩き回ること。

+ + +

家庭でできる経口補水液

砂糖（上白糖）20～40g
（大さじ2と小さじ1～大さじ4と1/2）
  

塩3g（小さじ1/2）
  

水1ℓ
  

レモンなど適宜

＝ 経口補水液

+ + +

家庭でできる経口補水液

砂糖（上白糖）20～40g
（大さじ2と小さじ1～大さじ4と1/2）
  

塩3g（小さじ1/2）
  

水1ℓ
  

レモンなど適宜

＝ 経口補水液

+ + +

家庭でできる経口補水液

砂糖（上白糖）20～40g
（大さじ2と小さじ1～大さじ4と1/2）
  

塩3g（小さじ1/2）
  

水1ℓ
  

レモンなど適宜

＝ 経口補水液

家庭でできる経口補水液

　「認知症の方は目的なく歩いているわ
けではなく、何かを求めて歩いている。
そのため、周りにいる私たちは、本人が
何を一番求めているのかを理解すること
が大事。」

　「私自身、今では認知症になってもい
いと思えるようになった。認知症につい
て正しく理解している人が周りにたくさ
んいれば不安はない。」 『徘徊』について

学びました

松原・草加東部地域包括支援センター　共催草加市社協�地域福祉課�

講師　橋村あゆみ氏

介護者家族の体験談 話し合いの様子
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社協に寄せられた皆様の善意
平成30年９月６日～11月20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。

氏名・名称 寄付金額
草加市腎臓病患者友の会 5,000
草加落語会 16,500
椛島　幸夫 10,000
旭町団地自治会 9,200
第10回埼玉県空手道交流大会 50,000
谷塚民謡民舞会 36,944
金邦電気株式会社 1,305
ファミリーマート　森酒店　森　光造 20,000
草加ふささら第27回グラウンドゴルフ中央大会 18,375
株式会社小山建設 20,000
草加市華道協会 10,000
瀬崎まちづくり市民会議 6,545
匿名 1件 60,000

合　　　　　計 263,869 

氏名・名称 寄付物品
内田　光子 タオル 101 本
向川　明佳 車いす 1 台
平塚製菓株式会社 食料一式
株式会社山香煎餅本舗 食料一式

匿名
ポケットティッシュ88 個
タオル 39本

食料一式

手 話

訳通 だより

SIGN LANGUAGE
INTERPRETER 『年末年始における

手話通訳者依頼について』
　12月29日（土）から １月３日（木）までの年末年始期間中、緊急に手話通訳者が必要になった
時は次の方法でお申込みください。

緊急で手話通訳者を依頼したい時
	FAX番号	
	０４８－９９７－４１１９（消防局）
<どんなとき>
　例）「緊急で病院へ行きたい！でも、救急車は不要」
　　　⇒手話通訳者のみの依頼
　★他の生活全般に関わる内容でも緊急の場合には対応します。
<依頼方法>
　・�住所、氏名、FAX番号、内容、時間、行き先、待ち合わせ時
間、待ち合わせ場所を書いてFAXしてください。

　⇒手話通訳者が依頼場所（病院・自宅等）へ向かいます。
　★�事前に手話通訳が必要と分かっている場合は12月28日（金）
午後５時15分までに社協�FAX：０４８−９３２−６７８１又
はメール：shuwa@soka-shakyo.jpへお申し込みくださ
い。

救急車・消防車を
呼びたい時（119番通報）
FAX番号
１１９（消防局）

<依頼方法>
　・�住所、氏名、ＦＡＸ番号、状況などを
書いてFAXしてください。

　※�手話通訳が必要な場合は「手話通訳者必
要」と書いて
ください。

★�社協・市障がい福祉課・消防局には専用のFAX用紙（FAX119用紙）が設置してあります。ただし、上記
に提示した内容を明記してあれば、これ以外の用紙でも構いません。
★�連休中は、午前８時30分から午後５時15分までは通訳者が常時待機しています。
　�それ以外の時間帯（午後５時15分から翌午前８時30分まで）にも対応しますが、連絡や派遣に時間がかか
ったり、手配できない場合もありますので、予めご了承ください。
★平成31年１月４日（金）以降は通常の勤務体制（午前８時30分から午後５時15分まで）に戻ります。
★�ご不明な点がありましたら、手話通訳者派遣事業担当までお問い合わせください。

　FAX　048－932－6781

注
意
事
項

（敬称略　単位：円）

次号の「そうか社協だより」（第158号）は平成31年３月発行予定です。

年末年始のお知らせ
　草加市社会福祉協議会は、12月29日か
ら１月３日まで業務が休みとなります。
　業務開始は１月４日からとなりますので、
ご了承ください。

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９時〜午後５時
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〜午後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〜午後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

訪問介護員募集中！！ブランクがあっても大丈夫！ベテラン訪問
介護員がしっかりフォローします。

❶正職員（介護福祉士） ❷登録訪問介護員
条　件　�高卒以上

年　齢　18歳から49歳まで

基本給　160,590円～（本給＋地域手当）

その他　�賞与、社会保険、雇用保険、労災保険、
福利厚生を完備

　　　　�法人の基準に基づいた
昇給あり

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～
　　　　�別途処遇改善手当（会議手当・移動手当等）、

夜間・早朝・休日割増あり
　　　　法人の基準に基づいた昇給あり

介護課　介護サービス担当　☎048-932-6777総務課　総務担当　☎048-932-6770
申込み・問合せ申込み・問合せ

　福祉用具を効果的に使用すると、家族や要介護者の体
に負担をかけない「安心で楽」な介護ができます。
　そんな便利な福祉用具の講座を、「草加市福祉用具・
住宅改修事業者連絡会」の協力のもと、次の日程で開催
します。
　現在介護をしている、今後介護をするかもしれない方、
そして介護職員の方も、ぜひご来場ください。

福祉用具実践講座
を開催

平成30年12月13日（木）
午後１時～午後４時

草加市文化会館１階
レセプションルーム

一般市民及び介護職員

介護課介護サービス担当
電話　048－932－6777

開催日時

会　　場

対　　象

問 合 せ

便 利 な 福 祉 用 具 を 体 験 し よ う 放 課 後 児 童 クラブ

臨時職員募集
　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。

時　給　920円　交通費実費支給（上限あり）

対　象　64歳まで（平日週3日以上勤務可能な方）

勤務地　草加市内の児童クラブ

時　間
平　日 午後２時～午後６時（また

は午後７時）

土曜日
学校長期休み

午前８時から午後７時まで
の４時間～６時間（シフト
制）

児童健全育成課（氷川町事務所）　
☎048-924-8722

子どもたちと一緒に楽しく過ごしませんか？

問合せ


