
　今年も赤い羽根共同募金運動の時期がやってきます。
　この募金は、災害時のボランティア支援や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、さまざまな福祉活動に活用しています。

生活支援体制整備事業の一環として、YouTubeチャンネル（そうかいちゃんねる）を開設しました！
地域活動や介護予防、普段の生活に役立つ情報などを随時発信しています。ぜひご覧ください！

自分たちの地域活動をアピールしたい！
介護予防の運動を広めたい！

子どもたちに昔遊びを教えたい！
　などなど、YouTubeを通して地域と関わってみませんか？
　撮影、編集作業は生活支援コーディネーターがサポートし
ます。お気軽にご連絡ください！
※動画の内容によってチャンネルに掲載できない場合がございます。

問合せ　地域福祉課 生活支援担当　電話 048–932–6770　メールアドレス　livewell@soka-shakyo.jp

問合せ　地域福祉課 ボランティア担当　電話 048–932–6770

チャンネル
（そうかいちゃんねる）開設！

　市内４駅で実施している街頭募金活動は、新型コロナウイルス
感染症拡大防止の観点から自粛させていただきます。

イメージキャラクター
そうかいさん

「そうかいチャンネル」
二次元コード

金　　額：�１枚　各１,000円 
（このうち500円分が募金額）

販売期間：�令和２年10月１日～令和３年３月31日 
（土・日・祝日除く）※なくなり次第終了

販売場所：�埼玉県共同募金会草加市支会 
（草加市社会福祉協議会内）

上記のほか、金融機関やウェブサイトを通じた募金もできます。
詳しくは、お問合せください。

お知らせ

クオカード・図書カードの購入でも募金ができます。

市町村社会福祉協議会が行う
福祉活動に…

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…

10月1日か
ら テーマ「つながりをたやさない社会づくり」

ご協力お願いします！

生活支援体制整備事業

動 画 募 集 ！中
生活支援体制整備事業とは？

　高年者をはじめ、支援を必要とする方が安心して
生活できるように、地域の人と人とのつながりを基
盤とした支え合いのまちづくりを推進する事業です。
　生活支援コーディネーターが、地域の皆様と一緒
に取り組んでいきます。

災害時にボランティア等を
支援するための準備金に…

クオカード

図書カード

今号の社協だよりは、赤い羽根共同募金の配分金で発行しています。

赤い羽
根共同募金運動

赤い羽
根共同募金運動が始まります

社協は、社会福祉協議会の略称です
社協だより
そうか 令和２年９月１５日発行

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

No.164
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

イメージキャラクター ウェルちゃん
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問合せ　地域福祉課　　電話 048–932–6770　FAX 048–932–6779

～記念にお写真を撮りませんか～

　市内の各地区社会福祉協議会では、75歳以上の市民を対象とした敬老会事
業を実施しています。しかし、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため式典は中止し、祝い品の配布等を行います。併せて、安否確認を兼ねた
はがきによるアンケート（自宅での過ごし方など）を実施しますので、ご協力
をお願いします。なお、配布等の時期は地区により異なりますが、概ね９月
～ 10月となります。（アンケートは、祝い品を郵送する地域の方に実施）

　例年、金婚を迎えた夫婦を対象に、金婚式を開催していまし
たが、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、式典
は中止とさせていただきます。
　今年度につきましては式典に代わり、金婚のお祝いとして、次
の写真館・スタジオにおいて、ご夫婦の写真（キャビネサイズ）を
１ポーズのみ、無料で撮影していただける券をプレゼントします。
※２ポーズ目以降は有料となります。ご注意ください。

敬 老 祝 い 品 を 配 布 し ま す 。

結婚50年、金婚おめでとうございます

申込み　地域福祉課　　電話 048–932–6770　FAX 048–932–6779

　ご希望の方は、本会へ電話でお申し込みください。写真券をご自
宅に郵送いたします。
※お申し込みの際は、結婚年月日等の確認をさせていただきます。

● 草加写真スタジオ　（草加一丁目18番24号）
● ボアスタジオ　　　（栄町三丁目１番22号）
● ホッタスタジオ　　（谷塚町591番地）
● 高砂スタジオ　　　（高砂二丁目21番35号）
● 横田写真館　　　　（高砂二丁目17番10号）

写真館・スタジオ

対 象 者
申込期間

昭和45年に結婚した夫婦（１月１日～ 12月31日）
９月16日（水）～ 10月30日（金）（土・日・祝日を除く）�
※先着200組まで

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

　高齢化が進む中、総合事業（※）と呼ばれる支援者向けの
介護サービスには、市民の皆様による支えあいや助け合いの
力が必要とされています。
　そこで、この総合事業の担い手を養成するための研修を次
のとおり開催します。ボランティア活動に興味のある方、地
域で何かしてみたいと考えている方は、ぜひこの機会にご参
加ください。
　この研修を受講終了すれば、その担い手となることができ
ます。（介護福祉士・看護師等は研修免除）

※�草加市介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）では、要
支援1・2の認定を受けた方などを対象に、既存の訪問介護・通
所介護事業所に加えて、民間事業者やNPO法人、ボランティア
団体などが訪問介護や通所介護のサービスを提供する担い手と
して参画することができます。
　�通所介護の一例として、ボランティアが中心となり、地域の方
が参加し、お茶を飲んだり、おしゃべりをしたり、気軽に集ま
る地域の居場所を提供するものもあります。

日　時：�11月24日（火）・25日（水）（２日間）�
午前10時～午後３時30分

会　場：�草加市立中央公民館　
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：�30人
申込期間：�９月15日（火）～ 10月30日（金）�

（土・日・祝日を除く）

申込み　地域福祉課　生活支援担当　　電話 048–932–6770

　新型コロナウイルスの影響で中止する場合があります。あらかじめ
ご了承ください。

介護の知識を分かりやすく教えます。

体を動かしてリフレッシュ
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　草加市では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和２年３月２日から小学校が臨時休
校となりました。市内児童クラブにおいては市からの要請を受け、小学校の通常登校が開始され
る６月15日までの間、午前中からの開室を続けてきました。
　このことからも、児童クラブは保育を必要とするご家庭とその子どもたちにとって、なくては
ならない事業であるという社会的使命をあらためて認識しました。これからも、子ども達と保護
者にできるだけ「日常の安心安全な時間」を提供できるように、努めてまいります。

児童クラブの子どもたちへ塩飴が贈られました
　６月のある日、草加こども応援ネットワークPineより、
児童クラブに登室している子どもたちにミネラル塩飴の
プレゼントがありました。この日登室していて飴をいただ
いた子どもたちは大喜びでした。飴には、「新型コロナウ
イルス拡大防止対策により、休校や外出禁止の中、
がんばってきたお子様、保護者の皆さまの笑顔が
増えるように」というメッセージも添えられてい
ました。保護者からは、「世の中が大変な状況の中、
このように児童クラブに通う子どもたちや保護者
に想いを寄せてくれる地域の方々がいるというこ
とが有難く、とても嬉しい」といった感謝の声が
多く寄せられました。感染拡大防止対策により、
登室自粛をお願いしている最中だったため、全て

の子どもたちにプレゼントすることができなかったのは残
念ですが、草加こども応援ネットワークPineの温かい気持
ちに、またがんばろうと支援員たちも元気をもらいました。
　本当にありがとうございました。

氷川町事務所に届けられた塩飴

児童クラブってどんなところ？

　谷塚児童クラブでは、84人（令和２年８月１日現在）の子
どもたちが風神組・雷神組の２クラスに分かれて生活してい
ます。３月から休校が始まり、子どもたちは入学式、始業式
が２か月半先延ばしになりました。
　「早く新しいランドセル背負って学校に行きたいな～」と話
す新１年生の子どもたち。「早く友だちに会いたいな。（支援
員だけに聞こえるような小さな声で）ほんとはね、好きな子
に会いたいの」といった２年生の女の子からの可愛らしい声
も聞こえ、みんな学校に行くことを心待ちにしていました。
　臨時休校で、児童クラブにいる時間が長くなった子どもたち
は、時間の短い放課後ではできない事に挑戦していました。
　自分の体にすっぽり段ボールを被せ立体裁断！一人、また
一人と仲間を増やしながら夢中になって大作を作り上げまし

た。完成した段ボール製のキャラクターを嬉しそうに着て、
戦いごっこを楽しむ子どもたちでした。

　新型コロナウイルス感染症が流行り出してから、支援員が
徹底して施設内、おもちゃや遊具の消毒を行っています。い
つもの業務にプラスし、時間と手間は掛かりますが、子ども
たちの健康、安全を守るため支援員みんなで取り組み子ども
たちの帰りを待っています。
　子どもたちもマスク、手洗いを念入りにし、気を付けてい
る様子がうかがえます。極力、密を避けたり、遊具の使用を
控えたりと、今までとは違う窮屈な生活を強いられています
が、１日も早く通常の生活に戻り、また思いっきり遊び楽し
む子どもたちの姿が見られることを願いながら、みんなで乗
り越えていきたいと思います。

問合せ　児童健全育成課　電話 048–924–8722

谷塚児童クラブの紹介

谷塚児童クラブ支援員　寺澤　香

～児童クラブの様子を紹介します。～

どこにセミがいるのかなあ？完成したキャラクター段ボールを着て遊ぶ子どもたち
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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。
現在、57のサロンが活動しています。

～気軽に、無理なく、楽しく、自由に～ ふれあい・いきいきサロン

　元々は、氷川町のサロンで活動していましたが、高砂の地域で、気軽に参加できるサロンがあったら…
という思いもありこのサロンを立ち上げました。　
　私たちのサロンの特徴は、とにかく皆で楽しく体を動かして、健康づくりに努めています。具体的には
ラジオ体操や、みんなの体操、ストレッチ運動やタオル体操、バッテン棒の体操や椅子に座ったままでき
る運動も取り入れて、楽しく活動しています。特に参加者の怪我や事故には気を付けて、各々が自分のペ
ースで運動できるよう、スタッフでメニューづくりをしています。
　マンネリにならないよう毎回少しずつメニューも変えて実施していますが、参加者からの評判も良く、
スタッフの励みになっています。
　体操等だけではありません。仲間同士のおしゃべりは、とても楽しい時間です。あなたも一緒に参加し
てみませんか。興味のある方は、是非一度見学に来てください。

高砂いきいきサロン
●代表　筒井　道子・高橋　恵子
●活動場所等　高砂コミュニティセンター　●参加費　１回100円
●活動日時　月２回～３回(不定期) 月曜日　午前11時～午後１時

問合せ　地域福祉課　ボランティア担当　電話 048−932−6770

身体を動かし、いつまでも元気に。

例年、福祉まつりに参加している団体からいただいたメッセージを紹介します。

　ほほえみの会は、地域でボランティア活動
を始めてまもなく20年を迎えます。発展途
上国のやせ細った子どもたちの姿に心を痛
め、自分たちにも何かできないかと声を掛け
合い４人で会を立ち上げました。
　一円玉募金をはじめ、地域のイベントや
お祭り等にも参加し、ガレージセールやバ
ザー、模擬店の出店など積極的に活動してい
ます。特にバザーや模擬店等の収益を活用
し、小学校に新刊の図鑑や文庫など614冊を
贈呈できた感動は、熱く残っています。今後
もこの活動は、続けていきたいと思います。
　福祉まつりは楽しいお祭りです。高校生、
大学生のボランティアスタッフとともに模
擬店をやらせていただき、五目御飯、おし
るこ、みそおでんのどれもおふくろの味で
大人気です。今年、開催できなかったことは、
さびしい限りですが、次回もぜひ参加したい
と思います。

　福祉ネイリストである私たちの活動は、高
年者や障がい者の福祉施設を訪問し、ネイル
を通じ、皆様に【癒し・元気・笑顔】を届
ける活動をしています。施設訪問のほかに、
地域のイベントや、パラスポーツ関連のイベ
ント等にも参加をさせていただき、少しずつ
活動の輪を広げています。
　福祉まつりについては、平成28年から地
域貢献の一環として参加をさせていただい
ておりますが、リピーターの方も多く、毎
年ネイルを楽しみに待ってくれている方や、
爪を見せながら【綺麗にしてくれてありが
とう】と嬉しそうに声をかけてくれる方な
ど、沢山の笑顔に囲まれ私たちもやりがいを
持って活動しています。
　1日も早く日常が戻り、来年の福祉まつり
でまた皆様にお会いできますことを心より
願っております。

　私たちの施設は、障がいのある就学児向け
にクラブを運営しています。ほのぼの楽団
は、クラブに通う音楽好きな子どもたち（仲
間）が集まり立ち上げました。
　特にプロの講師によるご指導のもと、楽
器（ドラム）演奏や歌の練習に取り組んで
おりますが、参加されている子どもたちの表
情は一人ひとりがみんな一生懸命で、私も
自然と練習に力が入ります。歌を歌ったり、
リズムに合わせて体を動かしたり、和気あ
いあいと、笑顔あふれる楽しい時間は、あっ
という間に過ぎてしまいます。
　私たちにとって、福祉まつりは、たくさ
んの人たちに練習の成果を発表できる大切
なイベントです。子どもたちも楽しみにし
ていましたが、今回、中止になったことは
残念でなりません。次回開催する時は、子
どもたちの元気一杯の歌声と楽しい演奏を、
また皆様にお届けしたいと思います。

　第27回福祉まつりin草加につきましては、
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、中
止とさせていただきました。

　毎回、福祉まつりにご参加いただいている方々、運営にご協
力いただいております関係者及び企業、団体等の皆様におかれ
ましては、大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解いただき
ますようお願い申し上げます。

　福祉まつりは『みんなでつくろうバリアフリーのこころ』を
テーマに人と人をつなぐ心の大切さを実感していただくよう、高
年者や障がい者が輝くことのできる場を提供するとともに、ボラ
ンティアサークルや団体及び福祉施設や事業所など、地域で活動、
支援している方々が一丸となって取り組むイベントです。
　これまで26年もの間続けて参りました福祉まつりが、今年度
については残念ながら中止となりますが、コロナ禍においても、
このテーマに込めた思いを引き継ぎ、草加の福祉の輪を広げて
まいりましょう。

福祉まつりin草加実行委員会委員長
齋藤　幸子

福祉まつりin草加 中止のお知らせ第27回

ほほえみの会 日本保健福祉ネイリスト協会 放課後デイサービスほのぼのクラブ（ほのぼの楽団）

自分たちの
できることを
コツコツと…

高年者・障がい者の方へ
【癒し・元気・笑顔】を届ける

ネイルケア

元気いっぱいの歌声と
楽しい演奏を

たくさんの人に届けたい
代表　丸野　典子 福祉ネイリスト　平塚　裕美子 芦田　恵津子

模擬店コーナーは、いつも大盛況です。 ネイルでおしゃれに心も晴れやか。 音楽の楽しさを私たちと共有しませんか。
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生活支援コーディネーターニュース

#おうち活動はじめよう

『ランチョンマット作り』のご報告 『エコバッグ作り』作り手を募集します!!第１弾 第２弾
　小学生が給食の時間に使うランチョンマット作りを、外出自粛
中に、自宅でできる活動として呼びかけをしたところ、地域のたく
さんの方が参加してくれました。
　裁縫が得意な方や施設に入所している方、普段、地域で活動して
いるボランティアさん、初めて地域の活動に参加した方。
　そして、草加市だけでなく、他市からも協力してくれました。
　総勢100人を超える方の手で、2675枚のランチョンマットが出
来上がりました。

　自宅にある布でエコバッグを作ってくださる方を募集します。
　作り方、サイズは自由です。You�Tubeで作り方の動画が見られ
ます。作っていただいたエコバッグは、本会から、地域の高年者や
必要としている方に配布します。
　みなさまの作品お待ちしています。

　エコバッグ作りに使用できそうな布を寄贈してくださる方も
募集しています！

布がない方は下記の施設で受け取ることもできます。 
� （なくなり次第終了）
●�総合福祉センターであいの森・高年者福祉センターふれあい
の里・草加市シルバー人材センター

離れていても、会えなくても、地域のためにできること。新たな支えあいの活動にあなたも参加しませんか。

７月15日、市長公室において活動協力者を代表し、こども応援団マイカから草加市長と教育長
にランチョンマットが手渡されました。

●�あそび体験ひろば�
昔あそび・プラレール　割りばしてっぽう・アクセサリー作り�
多色刷り版画　紙コップタワー　など

※内容については、一部変更する場合がございます。

親子のつどい
第40回

第１部コンサート　ましゅ＆Kei�ミュージック★クラウンショー
時　間：�午前10時30分開場・午前11時開演
定　員：�200人　※大人・子どもともに入場券が必要です。
コンサート料金：�大人500円・子ども（18歳未満）無料�

全席指定�
コンサート入場券配付及び販売開始：１０月１日(木)から

第２部　あそび体験ひろば
時　間：�午後１時～午後３時�

※大人・子どもともに無料、入場券は不要です。�
�
　小学３年生以下の方は、第１部・第２部とも、保護者の同伴が必要です。

 
会　場：�中央公民館ホール(コンサート)・体育室等(あそび体験ひろば)
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
前売券販売所：�草加市社会福祉協議会（土・日・祝日を除く。）�

午前８時３０分～午後５時１５分
問合せ：�地域福祉課　電話　０４８–９３２–６７７０

新型コロナウイルス感染症防止策として、ソーシャルディスタンスの確保、
検温の事前実施、アルコール消毒などを行います。なお、新型コロナウ
イルス感染症の状況によっては、中止する場合がありますので、あらかじ
めご了承ください。

※この事業は、赤い羽根共同募金配分金を活用しています。

11月22日(日)日にち

問合せ　地域福祉課 生活支援担当　電話 048–932–6770　メールアドレス　livewell@soka-shakyo.jp

１mの布で作ることができます。 喜ぶ顔が楽しみです。
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死後事務ってなに？
成年後見講習会 “大切な家族と自分の将来のために”

　そうか成年後見サポートセンターには様々な相談が寄せられます。近年、ご自身やご家族の将来や死後の
心配をする相談が多くなっています。
　そこで、遺言や相続、死後事務（各種支払、納骨、財産の処分など）の経験豊富な弁護士を講師に招き、
実例をもとにした講習会を開催します！いつかやってくるその日に備え、今から「老い支度」をしましょう。

岡
お か

本
も と

　毅
つよし

 先生
弁護士

講　師

　埼玉弁護士会所属。同会越谷支部の支部長を経験している。
　自ら成年後見人を務めるほか、福祉現場にも、司法の立場から法
的支援に入り、複雑困難なケースに対応している。
　当日は、「老い支度」の観点から、後見・遺言・死後事務委任など
の利用についてお話いただきます。

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）

会 場

日 時

費 用

定 員

申込み

草加市文化会館レセプションルーム

無料

40人（先着順）

９月15日（火）から�
電話でお申し込みください

12月３日(木)
午後２時～午後３時30分

まるごとサポートＳＯＫＡ 困った時の相談先はこちら
～些細なことでもご相談ください～

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
午前８時30分～正午・午後１時～４時（土・日・祝日を除く。）
E-mail：jiritu-pc1@kuc.biglobe.ne.jp

まるごとサポートSOKA

ま る サ ポ

（生活困窮者自立相談支援窓口）

申込み・
問 合 せ

生活でお困りのことについて、
さまざまな相談を受け付けて
います。（相談無料、秘密厳守）

　まるごとサポートSOKA（まるサポ）は、生活にお困りの方の自立相談支援
業務を草加市から受託している窓口です

「退院する方の生活が心配です。」

働きたいけど仕事が見つからない

失業中等で家賃の支払いに困っている

子どもの勉強が心配

　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。

　Aさんが地域と繋がって安心して生活するこ
とができるよう、支援しています。

　就労支援等をしながら、一定期間基準額に応じて家賃相当額を給
付します（住居確保給付金）。

　学習教室の開催（少人数制）や家庭訪問等により個々の状況に合
わせて学習を進めます。

★長期間仕事に就いていない方にも、段階的に就労できるよう支援します。

★収入が減少した方についてもご相談に応じます。

まるサポは、生活にお困りの方を支援しています。

ＣＳＷとは？ コミュニティ（Ｃ）ソーシャル（Ｓ）ワーカー（Ｗ）の略です。

問合せ　コミュニティソーシャルワーカー
電 話 048-932-6770　FAX 048-932-6779

〇相談は無料です。
〇相談方法は電話・来所相談のほか、訪問も可能です。
〇個人情報の取り扱いには十分に注意します。

ＣＳＷです！こんにち
は！

ひとりで抱え込まずに、まずはご相談ください！

こ ん な 悩 み あ り ま せ ん か ？

気軽に
ご相談ください

こんな相談も受けています！

退院前 退院後
関係機関と一緒に
ゴミ出しの声かけ

民生委員と一緒に訪問
体調（食事のこと）を確認

相談する
人がいない

片付けが
苦手

食事を
あまり
とらない

Aさん　50歳

※新型コロナウイルスの影響で中止になる場合もあります。
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長引く居宅生活がフレイル（虚弱）を招く！

自宅でできる
介護予防をしましょう！

新型コロナウイルスに
負けないよう食事を工夫しよう

自粛生活で運動量が減っていませんか？

　新型コロナウイルスの感染予防として、外出を控えている
かと思いますが、家にいることによる「生活の不活発」にも
注意しなければいけません。
　自粛生活により外出が減ると、活動量が減るため、食欲が
落ちたり栄養（特にたんぱく質）が不足したりします。その
結果、筋肉量が落ちたり刺激が減るため脳の働きも衰えたり
するなど、悪循環が起きやすくなります。

　長引く外出自粛により、普段に比べて動かないために、身体や頭
の働きが低下するなど健康に影響する恐れがあります。そこで、健
康維持のため自宅でできる介護予防に取り組んでみましょう！

栄養不足や栄養の偏りに注意
　買い物に行くことが少なくなると、食品の種類も長期保存や買い
置きができる麺類などに偏りがちです。また、食事量も減ることで
筋肉が衰えたり、栄養不足になったりするおそれもあります。
　それを防ぐために、筋肉の材料になるたんぱく質を含んだ食材（肉
や魚など）を毎食とること、できるだけたくさんの種類の食材をとる
ことが大切です。

　高年者が、筋力の低下や低栄養などによって心身の機能が低下し弱
った状態を、「フレイル（虚弱）」といいます。健康と要介護状態の間
のような段階で、多くの人がフレイルを経て要介護状態になると考え
られています。
　家にいる時間が長くなるとフレイルの危険が高まります。介護予防
のためにはフレイルにならないように注意し、フレイルの状態になっ
ても回復のために対策をすることが大切です。

　フレイルを防ぐポイントは、「運動」「食事」「口腔ケア」などを積極
的に行うことです。
　具体的には家の中で筋トレや軽い運動をする、栄養バランスがいい
食事をする、口内を清潔に保ち、あごの周りの筋肉を鍛えるなどです。

　あてはまる項目が多いほど、フレイルの疑いが高くなります。

健康な状態 運動 食事 口腔ケアフレイル 要介護状態

フレイルに注意

フレイルを防ぐ生活習慣のポイント

フレイルチェックをしてみよう！

□  半年で体重が２～３㎏
減った。

□ 疲れやすくなった。
□ 筋力（握力）が低下した。
□ 歩くのが遅くなった。
□ 運動量が減った。 ※あくまでも目安です。

チェックが１～２個

チェックが３個以上

フレイルの前段階

フレイルの疑いあり

　お口の健康を保ちましょう！歯磨きや電話でのおしゃべりな
ども有効です。
　ここでは、お口の体操をご紹介します。
＜例：あいうべ体操＞
　「あ」「い」「う」「べ」と言いながら口の体操を行います。
　　①�「あ」「い」「う」�⇒�口を大きく動かして大きな声を出す
　　②�「べ」� ⇒�「べ～」と言いながら舌を前に長く出す。�

舌が床と平行になるようにやってみましょう。

　�肉類、卵、魚介類、牛乳・乳製品�
（高齢期に不足しやすい動物性たんぱく質）
　緑黄色野菜、大豆・大豆製品、いも類、果物、海藻類、油脂類

　●１日のうち２食は「一汁三菜」が揃うように食材を意識する。
　●缶詰やレトルト食品を活用する。
　●口の健康を守る。（食後の歯みがきを欠かさないなど）

　テレビ体操やラジオ体操がオススメです。
　また、草加市にはオリジナルの「パリポリくん健康体操」が
あります。体力に自信のない人でもできるやさしい体操です。
認知症予防や口腔体操も含まれています。
☆ YouTube草加市長寿支援課channelで動

画を公開しています。（「パリポリくん健康
体操」で検索）

＜例：すりすりトントン体操＞
　 左手を膝上ですりすり、右手を膝上でとん

とんを左右交互に繰り返し行います。

①口腔体操

毎日食べるようにしたい食材

低栄養を防ぐ食生活のポイント

②健康体操
副　菜

野菜、きのこ類、海藻類などの
ミネラルを多く含んだおかず

主　菜
肉、魚、卵、大豆製品などのた
んぱく質が多いメイン料理

主　食
ごはん、パン、めん
類などの炭水化物

その他
汁物、飲物、牛乳・
乳製品、果物など

問合せ　松原・草加東部地域包括支援センター　電話 048–932–6775

「実践してみよう、フレイル予防」
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手 話

訳通 だより

SIGN LANGUAGE
INTERPRETER 今年も「聴覚障がい者教養講座」を開催します。

皆さん、ぜひご参加ください。
※手話通訳・要約筆記が付きます。

日　時

会　場

講　師
その他

対象者

定　員10月25日（日）�
午前10時～正午
草加市立中央公民館�
第１・２講座室
松原・草加東部地域包括�
支援センター職員

30人（事前申込み制）
聴覚障がい者とそのご家族、
聴覚障がい福祉関係者
参加費無料�
電話、FAX、メールでお申込
みください。

よくわかる介護保険　入門編
　介護保険で受けられるサービスや利用のしかたを、分かりやすくお話していただきます。
　併せて、手話通訳者・要約筆記者派遣事業の説明もあります。

※新型コロナウイルスの影響で中止する場合があります。あらかじめご了承ください。

聴覚障がい者教養講座

放課後児童クラブ職員募集

問合せ　児童健全育成課（氷川町事務所）　電話 048−924−8722

～子どもたちと一緒に過ごしませんか？～

介護職員募集中

嘱託介護支援専門員募集

初心者もベテランも活躍中！親切・丁寧がモットーです。あなたの申し込みをお待ちしています。

年　齢　18 歳から 49 歳まで（高卒以上）
基本給　�（※地域手当含む）※前歴換算あり 

高　卒　　164 ,194 円～ 
短大卒　　175 ,854 円～ 
大　卒　　193 ,132 円～

賞　与　年間 4.5 か月
その他　�時間外勤務手当、通勤手当、住宅手当、社会保

険、雇用保険、労災保険、福利厚生を完備 
法人の基準に基づく昇給制度あり 
有給休暇付与（本会規定による） 
夏季休暇付与（本会規定による）

給　与　日給：10,400 円
賞　与　�年間２.93 か月
資　格　介護支援専門員
勤　務　�毎週月曜日から金曜日 

午前８時30分から午後５時15分まで（週５日） 
※変則勤務あり

その他　�時間外勤務手当、社会保険、雇用保険、労災保
険、福利厚生を完備 
有給休暇付与（労働基準法による） 
夏季休暇付与（本会規定による）

１ 正職員（介護福祉士）
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～
その他　�処遇改善手当として次の額を別途支給 

　介護保険サービス　稼働１時間当たり　330 円 
　障害福祉サービス　稼働１時間当たり　410 円 
※�上記のほか、夜間・早朝・休日割増あり

２ 登録訪問介護員

問合せ　介護課介護サービス担当　電話 048–932–6777

問合せ　総務課　電話 048–932–6770
申込み・問合せ　総務課　電話 048–932–6770

問合せ　地域福祉課　手話通訳担当　電話 048–932–6770　FAX 048–932–6781

～皆様の協力が福祉活動のちからに～

　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
活動にご賛同、ご協力をお願い
します。

令和２年度 社会福祉協議会 会員募集
会費の種別・会費

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世帯・個人

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

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。勤務場所は、本会が受託している草加市内の児童クラブです。

＊�就業時間の見直しにより、勤務時間や週休日数が変更となる場合
があります。あらかじめ、ご了承ください。

その他１・２共通
　�時間外手当あり、交通費全額支給（上限あり）、
有給休暇付与（本会規定による）、特別休暇付与
（本会規定による）

応募資格：① �18 歳から 49歳まで（高卒以上）
� ②�いずれかの資格（放課後児童支援員認定

資格、保育士、教員、社会福祉士等）を
お持ちの方

� ①②の条件を満たす方が対象となります。
基 本 給：本会給与規程による
賞　　与：3.39 か月（令和２年度）
勤務日数：�４週８休（シフト制、土曜日勤務あり、日・

祝日休み）
そ の 他： 地域手当、資格手当（放課後児童支援員認

定資格取得者のみ）ほか、社会保険、雇用
保険、労災保険、福利厚生、退職金積立を
完備

年　　齢：64 歳まで
時　　給：960 円～
賞　　与：あり（契約要件により異なる）
勤務日数：�週 5 日（週 5日以外は要相談）
勤務時間：�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～午後 7
時までの間でシフト制

そ の 他：�社会保険（週 5日のみ要件による）、�
雇用保険（週 5日のみ）、労災保険完備

１ 正規職員 ２ 臨時放課後児童支援員

メールによる申込
みはこちら

赤い羽
根共同募金運動

赤い羽
根共同募金運動が始まります

次号の「そうか社協だより」（第165号）は令和２年12月15日発行予定です。

氏名・名称 寄付金額
鳥長 8,433

旭町団地自治会 7,418

庭野　宇吉 30,000

浅井　俊保 100,000

財満　征 10,000

浅井　まり子 100,000

椛島　幸夫 10,000

匿名 10件 953,000

合　　　　　計 1,218,851

氏名・名称 寄付物品

財満　征
タオル 19本、
マスク 9枚、
石鹸 2個

獨協大学 食料一式

平塚製菓株式会社 食料一式

（敬称略　単位：円）

　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
令和２年６月４日～令和２年９月３日

社協の各種相談案内
（祝日・休日を除く。相談は無料です。）

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

●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）
●福祉に関するCSWへの相談（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　048－932－6770
●成年後見制度等に関する相談（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
※ふれあい福祉相談は休止中です。


