
わくわくタウン松原
（草加市子ども育成課松原分室）

子どもの遊び場

松原・草加東部地域包括支援センター
安行地域包括支援センター

高年者のなんでも相談所

NPO法人松原団地見守りネットワーク
見守り活動　生活支援　喫茶サロン

生活支援体制整備事業

　草加安行(松原)地区第2層協議体では、 関係者 （団体）
が手を取り合って、 地域について話し合い、 支えあいのまちづく
りを進めています。 コロナ禍においても地域のつながりを大切に、
それぞれの立場から意見・アイデアを出し合うことで、 誰もが安
心して暮らしていけるまちづくりを目指しています。
　草加安行 （松原） 地区では、「＃おうち活動はじめよう　エ
コバッグづくり」 を始めました。 作っていただいたエコバッグは、 市
内の高年者の方にお渡しします。 気軽に楽しくボランティアにご
参加ください。 詳しい内容は、 3面をご覧ください。

　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。
　草加市では、既存の介護保険事業所が提供する通所介護（デ
イサービス）や訪問介護（ホームヘルパー）サービスに加えて、
軽度者の方を対象に、総合事業として、通所介護・訪問介護
が提供されています。
　既存の専門職（介護福祉士・看護師）に加え、この研修を修
了された方が、その担い手となることができます。
　地域にある総合事業で活動したい方、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、
ぜひこの機会にご参加ください。

【日　時】　 令和３年１月29日（金）・２月１日（月）　（２日間） 
午前10時～午後３時30分

【会　場】　 アコスホール（草加市高砂2-7-1　7階）
【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】　 100人（２日間参加できる方）
【申込期間】　 令和３年１月４日（月）～令和３年１月15日（金） 

※ 土・日・祝日を除く
【問合せ・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により、中止になる場合があります。

『地域の担い手研修』参加者募集！

支えあいのまちづくり
草加安行(松原)地区

㈱URコミュニティ・
日本総合住生活㈱

地域連携　サークル立ち上げ支援　生活相談
生活支援コーディネーター

支えあいのまちづくりをサポート
草加松原団地自治会

まちづくり　防災・防犯　イベント

民生委員・児童委員
見守り活動　関係機関へのつなぎ役

さまざまな立場の方で構成されています

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

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12月25日発行

No.165
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

今号のそうか社協だよりは、地域歳末たすけあい募金の配分金を活用し発行しています。
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地域歳末たすけあい募金運動
つながり ささえあう みんなの地域づくり

　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、生活困窮者のための【慰問金事業】や、地域の方々
の交流を深め地域から孤立をなくすことを目的とした【ふれあい・い
きいきサロン事業】など、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。

皆様の温かいご協力を
お願いします。

～ 12月１日から始まりました～

金融機関やインターネットからの募金に加え、携帯電
話のキャリア決済（au及びソフトバンクのみ）でも募
金ができます。詳しくは、お問合せください。

募金の方法

児童クラブってどんなところ？

　長栄児童クラブの保育室は、長栄小学校２階の余裕教室を利用
しています。アトム組・トトロ組の２クラスがあり、現在65人（令
和２年11月現在）の子どもたちが在室しています。
　今年度はコロナウイルス感染症予防対策による学校の臨時休校
があり、新学期の始まりも６月からという特別なスタートを切っ
たことから、児童クラブでもクラスのカラーがでてきたのは夏休
み以降のことでした。
　３年生児童発行の「生徒会新聞」が貼ってある“アトム組”。
疫病退散の妖怪「アマビエ」の折り紙がたくさん貼ってある“ト
トロ組”。そして両クラスにはみんなで作ったハロウィンの小物
が、部屋いっぱいに飾られています。
　何事も全力な子どもたち。紙皿の帽子や段ボールの刃、紙にデザ
イン画を描いてから作ったビニール衣装も、すべてが手作りです。
ハロウィン当日は個性あふれる衣装を身にまとい、じゃんけん大会、
ペープサートの発表やクイズなどをして盛り上がりました。

　私たち支援員は、児童クラブでの子どもたちの様子を、保護者
へ伝えることを大切にしています。今年度はコロナ感染対策のた
め、保護者が集まる機会が確保できないことから、毎月二回発行
しているおたよりに、今まで以上に力を入れています。子ども同
士の関わりや、くすっと笑えるような様子の記事に、子どもたち

も自分の名前を見つけては嬉しそうに保護者に報告していました。
　児童クラブでは、さまざまな子どもたちが共に生活をしていま
す。うまくいかないことや、友達とぶつかってしまうこともあり
ますが、そのような経験も大切にしながら、最後は「楽しかった。
また明日ね。」と笑顔で帰っていけるような生活の場を、これか
らも支援員と子どもたちで作っていきます。

【問合せ】　児童健全育成課　電話 048–924–8722

～社協が運営している17児童クラブ及び支援員を紹介します。～

【問合せ】　埼玉県共同募金会　草加市支会　電話 ０４８–９３２–６７７０

　赤い羽根共同募金クオカード・図書カード販売中です。
　１枚1000円。このうち500円が、募金になります。

クオカード 図書カード

地域歳末たすけあい募金にご協力を！

長栄児童クラブ支援員　　　内山　沙緒里

長栄児童クラブ
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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

　平成28年度にサロンの登録をさせていただきました。
　活動自体は、昭和37年の松原団地ができた当初から約60年活
動しています。会員は約30人、年齢60歳〜 65歳ではありますが、
みんな、将棋が大好きで思う存分将棋を楽しんでいます。仲間
の中には、小学５年生の子どもも２人おります。最近は対局を
続けるうちに、メキメキと力を付けて、大人を負かすこともし
ばしば…。
　特に８月と12月のトーナメント大会においては、各々が日々
の対局の成果を発揮し、白熱した対局がいくつも見られ、大会
は大いに盛り上がります。
　通常の活動のほか、私たちのサロンでは、将棋を通じ、福祉
施設への慰問や松原団地まつりの将棋大会への参加など地域貢
献活動にも努めています。
　「将棋の楽しさをもっと多くの
方に広めたい。」その一心で活動
しています。
　将棋が初めての方でも大丈夫。
興味のある方、まずは、気軽に参
加してみませんか。あなたの参加
を心からお待ちしております。

　私たちのサロンは、医療生協草加、介護者支援の会草加、生
活クラブ草加の３団体が協力して立ち上げました。このサロン
のキーワードは、【健康・歌・食・そして学び】です。あまり無
理をしない。【ゆっくり・楽しく】をモットーとしています。地
域包括支援センターの協力による健康体操や、ギターとマンド
リンの演奏に合わせて、童謡や懐メロを歌ったりして活動して
います。私たちのサロンの特徴は軽食を皆で作りながら、お昼
を楽しく食べることです。
　【普段の一人の食事より、仲間でおしゃべりをしながら食事す
るほうがとてもおいしい。】
と参加者からも好評です。
お茶タイムでは、世間話や、
趣味の話、若いころの話な
ど、嬉しそうに話される参
加者の笑顔がとても素敵で、
私たちスタッフも元気をも
らっています。
　まずは、見学に来てくだ
さい。心も身体もきっと満
足すると思います。

松原将棋クラブ eサロン
●代表　加

か
藤
とう

　裕
ひろ

康
やす

　●活動場所　ハーモネスタワー ２階和室
●活動日時　毎週日曜日　午後１時～午後５時
●参加費　1回　大人300円、子ども150円

●代表　堀
ほり

　美
み

紀
き

子
こ

　●活動場所　生活クラブ生協 草加生活館 3階
●活動日時　月1回、第2木曜日　午前10時30分～午後1時
●参加費　300円（食事なし100円）

#おうち活動はじめよう

エコバッグづくり
　エコバッグを作って、必要な方にお届けする活動が始まりました。
　エコバッグを作ってくれる方や、布を寄付してくださる方を募集します。
　コロナ禍の中、人と人が「集うこと」「共に過ごすこと」が難しい今、エコバッグづくりを通して地域でつながりましょう。

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

エコキット（材料・作り方）はこちらで受け取れます。（なくなり次第終了）
布の寄付も受け付けています。

～エコバッグを作って地域でつながろう～

【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 地域福祉担当　電話 048–932–6770

●草加市総合福祉センターであいの森
　所 在 地：�草加市柿木町261-1
　受付日時：�土・日・祝日を除く月～金�

9：00 ～17：00
●草加市高年者福祉センターふれあいの里
　所 在 地：�草加市新里町106-6
　受付日時：�土・日・祝日を除く月～金�

9：00 ～17：00

●草加市シルバー人材センター
　所 在 地：�草加市手代 2-17-17
　受付日時：�土・日・祝日を除く月～金�

9：00 ～17：00
● NPO 法人松原団地見守りネットワーク
　所 在 地：�草加市松原 2-1-22�

1階集会所
　受付日時：�月・水・金（祝日含む）�

正午～15：00

●ふれあいセンター・新田
　所 在 地：�草加市長栄1-779-1�

エクセレントこはく102
　受付日時：�火・水・金�

10：00 ～14：00
●神明庵
　所 在 地：�草加市神明１-６-１４
　受付日時：�火～日�

10：00 ～14：00�
（祝日は開館、翌日休館）

●草加市社会福祉協議会
　所 在 地：�草加市松江1-1-32
　受付日時：�土・日・祝日を除く月～金�

9：00 ～17：00

　ご自宅にある布か、下記の施設でエコキッ
ト（材料・作り方）を受け取ります。ミシン
や手縫いで、ご自宅でエコバッグを作ります。

　出来上がったエコバッグを、下記の施設
に持っていきます。

　地域の高年者や必要としている方へお
渡しします。

エコキット配布施設

こちらから作り方を
見ることができます

布はここでもらえるよ

将棋をはじめませんか？ みなさんの参加をお待ちしています！

㈱スイートプロモーション様からステキな
参加賞をいただきました。（数に限りあり）

参加賞あります！
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No.67

　ボランティア活動に参加したい。自分にできるかな？
　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。

　デイジー図書※1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。

　傾聴ボランティア養成講座（初級）の受講生を募集しま
す。
　コミュニケーションにおいて「聴く」ことはとても重要
な要素です。「聴く」を学び、傾聴ボランティアとして活
動してみませんか。

　地域でボランティア活動している人向けにスキルアッ
プ講座を開催します。

地域福祉課　ボランティア担当
電話 048-932-6772

地域福祉課　ボランティア担当
電話 048-932-6772

地域福祉課　地域福祉担当
電話 048-932-6770

地域福祉課　ボランティア担当
電話 048-932-6772申込み・問合せ

申込み・問合せ 申込み・問合せ

申込み・問合せ

初心者向け
ボランティア講座

プレクストーク操作研修 傾聴ボランティア養成講座（初級）

ボランティア
スキルアップ講座

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～

～デイジー図書を通じて本の世界が広がります～ ～「聴く」ことを学んでみませんか～

【日　時】　 令和３年３月５日（金）　午後２時～午後４時
【会　場】　 谷塚文化センター（予定）
【対象者】　 ①市内在住でボランティア活動に興味がある方 

②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】　 20人 （定員になり次第締切ります。）
【申込開始日】　 12月25日（金）
【申込締切日】　 令和３年２月１日（月）

【日　時】　 令和３年２月10日(水) 
午後１時30分～午後３時30分

【会　場】　 草加市民体育館　会議室
【講　師】　 宮田　新一氏、髙木　重則氏（視覚障がい者虹の会）
【対象者】　① 視覚障がい者で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 視覚障がい者でプレクストークの操作を学び

たい方
③ 現在、音訳ボランティアの活動をしている方
プレクストークを所有している方は、当日お持
ちください。

【定　員】　 ８人 （定員になり次第締切ります。）
【申込開始日】　 12月25日（金）

【日　時】　 令和３年２月15日（月）　午前10時～午後２時30分 
（昼食休憩１時間を含む）

【会　場】　 草加市立中央公民館　第１・２講座室
【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】　 25人 （定員になり次第締切ります。）
【申込開始日】　 12月25日（金）
【申込締切日】　 令和３年２月１日（月）

※１  デイジー図書 
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

【日　時】　 令和３年３月11日（木）　午後２時～午後４時
【会　場】　谷塚文化センター
【受講料】　 無料
【講　師】　 草加市社会福祉協議会職員
【定　員】　 20人 （定員になり次第締切ります。）
【対象者】　 地域でボランティア活動をしている方。
【テーマ】　 「成年後見制度について」
【内　容】　 「成年後見制度ってどんな制度だろう？」「お金の

管理や契約が難しくなったらどうしたら良いの？」
など、本制度の周知と理解を深め、自身のボラン
ティア活動者としてのスキルアップを図ります。

【申込開始日】　 12月25日（金）
【申込締切日】　 令和３年２月１日（月）

プレクストークを理解しよう
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「年末年始における手話通訳の依頼について」
12月29日（火）から１月３日（日）までの年末年始期間中、緊急に手話通訳が必要になった時は次の方法でお申込みください。

FAX番号FAX番号 １１９（消防局）048–997–4119（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「手話通訳必要」と書いてください。<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、日にち、時間、行き先、待ち合

わせ時間、待ち合わせ場所を記入し、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（月）午後

５時15分までに社会福祉協議会FAX：048−932−6781又は
メール：shuwa@soka-shakyo.jpへお申し込みください。

★ 本会・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、必要事項を明記してあれば、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。

★ 令和３年１月４日（月）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。

注 意 事 項

ご不明な点がありましたら、手話通訳担当までお問い合わせください。　電話 048-932-6770　FAX 048-932-6781

手 話 訳通 だより
SIGN LANGUAGE
INTERPRETER

「手話通訳者派遣事業」・「要約筆記者派遣事業」
「年末年始における手話通訳の依頼について」

救急車・消防車を呼びたい時（119番通報）緊急で手話通訳を依頼したい時

手
し ゅ

話
わ

通
つ う

訳
や く

者
し ゃ

派
は

遣
け ん

事
じ

業
ぎょう

要
よ う

約
や く

筆
ひ っ

記
き

者
し ゃ

派
は

遣
け ん

事
じ

業
ぎょう

　草加市から委託を受け、草加市に住んでいる聴覚障がい者のみな
さんが、家庭生活や社会生活の中でコミュニケーションを円滑に行
うため、必要に応じて手話通訳者を派遣しています。

　毎日、派遣します。時間は午前８時から午後10時までですが、緊
急の場合はこれ以外でも派遣します。
　派遣の範囲は原則草加市内ですが、必要に応じて市外や県外にも
派遣することができます。

　病院での診察、健康診断など医療場面。子どもの授業参観や個人
面談など教育場面。市役所での手続きや年金相談など生活のさまざ
まな場面に派遣できます。

　聴覚障がい者の場合、通訳料は無料です。

　草加市登録手話通訳者認定試験に合格した人です。
　通訳内容は、全て秘密を厳守します。

　私たちの生活は様々な音に囲まれています。電子レンジや玄
関チャイム、ドアの開け閉めなどの生活音のほか、火災警報器
など危険を知らせる音もあります。聴覚障がい者は、その音が
聞こえない・聞こえにくいために、周囲の状況や情報を把握し
にくいのです。
　手話通訳者は、音声（日本語）を手話に、手話を音声（日本語）
に変換しています。また、聴覚障がい者にはその障害による情
報不足があるので、情報提供し支援する役割もあります。

　聞こえに障害を持つ人です。聞こえる程度や聞こえなくなる
原因はさまざまで、全く聞こえない人（ろう者）もいれば、聞こ
えにくい人（難聴者）、他の障がいを併せて持つ人（重複聴覚障
がい者）もいます。

　ろう学校など友人同士で会話するために発展した目で見る言
葉が手話で、聴覚障がい者の方たちの言語です。聴覚障がい者
の方の多くは、手話をコミュニケーション手段にしています。

　新型コロナウイルスに関する報道等において首相や知事の横
に立ち、手を動かしていたのが手話通訳者です。手話は手の動
きはもちろんですが、顔の表情や口元の動きも大切です。今回、
感染症が広がったことで、マスク着用が予防策として挙げられ
ました。しかし、口元を覆うマスク
を着けると、顔の表情や口元の動
きが見えないので伝わり方が半減
してしまいます。そこで、口元の
動きが分かる透明マスクを着用し、
正確な情報の伝達に努めています。

　高齢で耳が遠くなった、手話は覚えられないけれどお医者さんと
話したいのに聞こえないなど難聴者・中途失聴者の方には文字で情
報を保障する要約筆記があります。
　埼玉聴覚障害者情報センターから要約筆記者を派遣します。内容
や場面に応じて適した方法を相談できます。

電 話 048–814–3353
FAX 048–814–3354

◆派遣時間と範囲

聴覚障がい者とは？

手話とは？

どうして透明マスクなの？

埼玉聴覚障害者情報センター

◆派遣内容

◆費用

◆手話通訳者

この薬は…
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　地域で困っている人を見つけたら、あなたはどうしますか。引きこもり、
アルコール依存、近隣トラブル…。地域の皆さんと共に、支え合いのまちづ
くりについて考えてみませんか？
　当日は、大学講師による講演やコミュニティソーシャルワーカーによる事
例発表などを行います。地域住民の方だけでなく、草加市に在学、在勤、福
祉関係者の方も、ぜひご参加ください！

令和３年２月19日（金） 
午後２時～午後４時
　●  講演 

「困っている人たちとの 
 コミュニケーション」

　●  CSWによる事例発表等 
「あなたの気づきが 
 地域を救う」

勤労福祉会館ホール
無料
40人（先着順）

12月25日（金）
※定員になり次第、締切り

※�新型コロナウイルスの影響により、中
止になる場合があります。

お知らせ
　前号で募集した成年後見講習会『死後事務ってなに？』（令和２年
12月３日開催）の申込みが、即日定員に達してしまいました。参加で
きなかった皆様にお詫び申し上げます。同じ内容、同じ講師で、令和
３年度に講習会を開催予定です。詳細は、社協だより３月号にてお知
らせいたします。

申込み・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

あなたの力が必要です

日時

会場
費用
定員
申込開始日

　医療機関で医療ソーシャルワーカー（社会福
祉士）として長年勤務し、現在は複数の大学で
医療福祉やコミュニケーションに関する科目を
担当されています。当日は、生きづらさを感じ
やすい現代社会で、支え合うことの大切さにつ
いてお話いただきます。

　コミュニティソーシャルワーカーが「どのよ
うな相談（事例）を受けているのか「実際に困
っている人を見つけたら、どうすればよいのか」
などについてお話しします。
　参加者の皆さんと一緒に、考えていきたいと
思います。

「困っている人たちとの
� コミュニケーション」

講
演

発
表
「あなたの気づきが
� 地域を救う」

まるごとサポートＳＯＫＡ

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 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
方の自立相談支援事
業を草加市から受託
している窓口です。

　長期間仕事に就けていない方や社会との関わりに不安を抱えている方、生
活習慣に課題を抱えている方などに、一般就労に向けた支援を一人ひとりの
ペースに合わせて支援を行います。（収入や資産が一定額以下の方が対象）

定 期通 所を促し
生活習慣の形成
をします。

社会に必要なコ
ミュニケーション
能力を身に着け
ます。

面接方法やビジ
ネスマナーなど知
識や技 法を身に
着けます。

就労後も相談に
応じ、フォローア
ップをします。

★相談、申込みは、まるごとサポートSOKAにご連絡ください。

就労準備支援事業が始まりました！
■ 就労準備支援事業とは？

■ どんな支援を受けられるの？

気軽に
ご相談ください

まるごとサポートSOKA

“あんしんサポートねっと”をご存知ですか？

こんなことでお困りの方をお手伝いします

　認知症や障害などにより日常の判断にお困りの方を対象とした福祉
サービスです。
　本会との契約に基づき、生活支援員を派遣し、見守りや金銭管理の
お手伝いなどを行います。
　本会独自に、共同募金配分金を活用した利用料の助成を実施してい
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）

大切な書類の
お預かり

福祉サービスの
利用手続

郵便物の確認や
手続のお手伝い

お金の出し入れや
公共料金の支払いなど

日常生活の支援 社会生活の支援 就職活動の支援 職場定着の支援

西田 純子先生講師 コミュニティソーシャルワーカー

CSW講演会

「地域で困っている人を見つけたら、
あなたはどうする？」

市民税務・経営相談のご案内
①令和３年２月は、２月12日（金）に開催します！
②コロナウイルス対策として、令和３年３月までは、電話相談となります。
※予約等は、８面の相談案内をご参照ください。
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新型コロナ、インフルエンザに
負けない体を作ろう！

インフルエンザの予防のポイント

バランスがとれた食事で免疫力アップ！

→　米・パン・めん類

→　肉・魚類

→　野菜・果物

　主食・主菜・副菜を一品
ずつ取りましょう。

ヨーグルト

　ヨーグルトに含まれる乳酸菌などは、腸内環境
を整えて免疫力を高めてくれます。
　バナナやキウイ等の食物繊維が豊富なものと合
わせるとさらに良いです。

納 　 豆
　納豆菌も腸内環境を整えてくれます。さらに、
食物繊維やたんぱく質も豊富なので、免疫力アッ
プにとても効果的です。

生 　 姜
　内臓温度が１度下がると、免疫力が30％下がる
と言われています。内臓温度を上げるといえば生姜。
　また生姜は、温めると強い殺菌成分が出てきます。

に ん に く

　殺菌、解毒、血行促進作用があり、免疫細胞も
活性化させます。火を通して豚肉と一緒に取ると、

「効果は抜群だ！」。
　生食は、刺激が強いので気を付けましょう。

免疫力アップに強い食品

問合せ　松原・草加東部地域包括支援センター　電話 048–932–6775

気をつけよう！新型コロナウイルスとインフルエンザ

歯科医が教える 鼻呼吸の大切さ

主　食

主　菜

副　菜

　インフルエンザが流行する時季になりました。予防接種はお
済みでしょうか。
　インフルエンザ患者数は、国立感染症研究所によると年間
1000～ 1400万人。これは、日本の人口の10人に１人が感染し
ていることになります。
　しかし、同研究所の昨シーズンのインフルエンザ患者数（推
計値）は450万人減っており、過去５年で最も少ない結果とな
りました。
　これはコロナウイルス対策がインフルエンザ予防と共通して
おり、例年以上に手洗い等の対策が徹底して行われ、気をつけ
られたことが功を奏したと言われています。
　引き続き感染予防対策を毎日の習慣として続け、健康管理を
していきましょう。

　コロナ禍でマスクをすることがすっかり
日常になってしまいました。
　人と話す機会も減り、目の前の相手にも
表情や何かを伝えることが難しくなりまし
た。人目を意識した表情をつくることもな
くなり、お顔の筋肉（表情筋）や舌（ベロ）・
お口周りの筋肉が衰えてしまいがちです。
お口周りの筋肉が衰えると、口元がゆるみ、

「口呼吸」につながってしまいます。話す
とき、歌うとき、激しい動作後などは一時
的に口呼吸になりますが、そうでないとき
はお口を閉じて、鼻で呼吸する「鼻呼吸」
が本来の呼吸法です。
　ウイルスや異物等は鼻毛や鼻の粘膜でブ
ロックされるはずが、口呼吸ではガードさ
れずにコロナやインフルエンザなどのウイ
ルスや細菌、花粉などが楽々と呼吸器に侵
入してしまいます。また、お口の渇きや口

臭・歯周病悪化の原因にもなってしまうと
ても残念な呼吸法なのです。
　マスクで息苦しくて、ついついお口を開
いて口呼吸が癖になっている方も多いかも
しれません。お口の中の雑菌がマスクにつ
いて増殖してしまうこともあります。
　これをお読みいただいたみなさんは、無
料で何の副作用も無しにお口と身体を健康
に導いてくれる「鼻呼吸」を習慣にしてみ
てください。

⑤インフルエンザワクチン接種

①手洗い
●30秒かけてしっかり洗う。

②マスクの着用
●人混みに出る時や、咳が出るときなど

③室内の湿度・温度・換気
●湿度　50 ～ 70％程度に保つ
●温度　20 ～ 25℃程度に保つ
●換気　目安は、２～３時間に１回のペース

④生活習慣
●適度な運動
●十分な睡眠
●バランスの良い食事

口呼吸は万病のもと　今こそ習慣にして身に付けよう「全集中の鼻呼吸！」

「マスクと口呼吸」

経歴
　平成元年３月、日本大学歯学部卒業。
　その後、都内クリニック勤務を経て、
田中歯科継承。高齢者歯科・訪問診療
に力を入れながら、草加市の母親学級
の講師や草加藤幼稚園の園医や特別支
援学校かがやきの校医、在宅かかりつ
け歯科診療所と在宅療養支援歯科診療
所の認定等を経て、平成27年７月に駅
前に移転してオウル歯科として開業。
　現在に至る。

院長　石塚　ひろみ 先生

草加市歯科医師会会員
オウル歯科（所在地 草加市松原2-4-21-102）
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放課後児童クラブ職員募集
～子どもたちと一緒に過ごしませんか？～

　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。勤務地は、社協受託の市内 17か所の児童クラブです。

その他１・２・３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）

１・２共通…４�週８休の勤務（シフト制）となります。�
（平日　①午前 9時 30分～午後６時／②午前 10時 30分～午後７時�
土曜日　③午前 8時～午後４時 30分／午前 9時 30分～午後６時�
学校休業日　①、②、③によるシフト制）

３……………�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。

　申し込みは本会指定の履歴書が必要になります。
　本会HPから印刷してご利用ください。下記事務所まで
取りに来ていただくことも可能です。

勤務時間について

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）
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（高卒以上）
基 本 給：18 万円（昇給あり）
賞　　与：1.95 か月（令和２年度）
資格手当：�2,000 円（月額）�

放課後児童支援員認定資格取得者のみ
勤務日数：�週 5 日
そ の 他：�社会保険、雇用保険、労災保険、福利厚生完備

年　　齢：64 歳まで（高卒以上）
時　　給：960 円～
賞　　与：あり（契約要件等により異なる）
勤務日数：�週 5 日（週 5日以外は要相談）
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 嘱託員

３ 臨時職員

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 4.45 か月（令和２年度）
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、退職金積立を完備 
夜勤なし 
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）

１ 正職員（介護福祉士）
資　格　�介護支援専門員
日　給　10 ,400 円
賞　与　年間 2.93 か月（令和２年度）
勤　務　�月～金曜日　午前８時 30 分～午後５時 15 分 

（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 
夜勤なし 
法人の基準に基づく昇給制度あり 
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）

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　�夜勤なし 
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 嘱託介護支援専門員

３ 登録訪問介護員

問合せ　総務課総務担当　電話 048–932–6770

問合せ　介護課介護サービス担当　電話 048–932–6777

介護職員募集

問 合 せ

草加市氷川町2151-11　赤羽ビル1階

電話 048−924−8722

児童健全育成課（氷川町事務所）

　令和２年 11月、本会の職員に新型コロナウイルス感
染症の陽性者が数人いることが判明しました。その影響
により、12月１日に予定していたこの『社協だより』の
発行日を12月25日に遅らせざるを得なくなりました。
　12月７日の時点で全員が復職いたしましたが、発行日
が遅れたことで市民の皆様、関係者の皆様に多大なる
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。

【お詫び】

次号の「そうか社協だより」（第166号）は令和３年３月発行予定です。

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

氏名・名称 寄付金額
旭町団地自治会 8,859
自動車整備振興会　草加支部
第二ブロック 16,100

草加市腎臓病患者友の会 5,000
庭野　宇吉 25,833
豊田　彰治 10,000
谷塚中部婦人会 10,000
高野工務店様宅観音様賽銭 27,028
匿名５件 372,000

合　　　　　計 474,820

氏名・名称 寄付物品

堀田　浩一

次亜塩素酸
� 20ℓ、
手指消毒ジェル
500ml　1本

内田　光子 タオル104 本
舩渡　政道 お米
浅井　喜久男 お米
平塚製菓株式会社 食料一式
株式会社セブン - イレブン・ジャパン 食料・雑貨一式
匿名 切手11,504 円分

　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９月４日～令和２年12月15日

（敬称略　単位：円）

（敬称略　単位：円）

社協の各種相談案内
（祝日・休日を除く。相談は無料です。）

●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（ボランティアセンター）
●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（指定居宅介護支援事業所）
●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（成年後見サポートセンター）
●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）
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
　　　（令和３年３月まで、電話相談となります。）
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。

　草加市社会福祉協議会及び松原・草加東部地域包括支援セ
ンターは、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。

年末年始のお知らせ

令和2年７月
豪雨災害義援金の報告

　皆様のご協力に感謝申し上げます。
ありがとうございました。

個人・団体 金額
中村　民江 100,000円
草加・豊かな老後を考える会　代表世話人 飯島　綾子 50,000円
草加安行地区民生委員・児童委員協議会 39,420円
草加東部地区社会福祉協議会 23,303円


