
生活支援コーディネーターや
協議体の活動を紹介します

　単身や夫婦のみの高年者世帯、認知症の高年者が増加するなか、高年者をはじめとするすべての人が地域とのつながりや生きがいを
持ちながら暮らせるよう、多様な生活支援の仕組みや介護予防及び社会参加の機会が求められるようになりました。このようなニーズ
に応えるため、平成27年度の介護保険制度改正において、「生活支援体制整備事業」が創設されました。
　この事業を草加市から受託した本会では、市内全域（第1層）及び日常生活圏域（第2層）に旗振り役となる生活支援コーディネー
ターを配置するとともに、支え合いの地域づくりについて話し合う協議体（圏域単位）の組織化を進め、地域の中に新たな活動を生み
出しています。

生活支援体制
整 備 事 業

支え合いの地域づくりを目指して

　稲荷６丁目町会では毎年クリスマスに
高年者と子どもにプレゼントを届ける活
動をしています。
　高年者には子どもが、子どもには高年
者がサンタさんになってお届けします。
　10年以上続く地域の温かい活動です。

　情報誌『この
まちじかん』を
発行しています。
　コロナ禍でも
つながる方法や、
介護予防のヒン
トなどを紹介し
ました。

コロナ禍でも孤立しない
仕組みを話し合い中

緊急事態宣言中は、
オンラインで会議をしました！

　生活支援コーデ
ィネーターの取り
組みや、地域の活
動の紹介をしてい
ます。
　動画の募集もし
ています。

　地域にある支え合いの活動を紹介しているよ。
　「生活支援コーディネーター＠レポート」 として社
会福祉協議会のFacebookで発信しているよ。

　支え合いの活動者を応援する情報誌を作った
り、 YouTubeで発信したりしているよ。

　「こんな地域になったらいいな」 「こんな活動があ
ったらいいな」 と地域の人たちで話し合っているよ。
そこから新しく生まれた活動もあるよ。 （次ページで
紹介）

ある日のレポート

活動の見える化

情 報 発 信

協 議 体

地域での支え合い活動を
応援する役割だよ。

生活支援コーディネーターは、
何をする人なの？

草加市生活支援イメージキャラクター：そうかいさん

例えば、こんな活動があるよ

問合せ　地域福祉課　生活支援担当　電話 048–932–6770

ビデオ会議が
できるようになったよ！

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３年３月15日発行

No.166

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

ホームページ Facebook

イメージキャラクター ウェルちゃん
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児童クラブってどんなところ？

　両新田児童クラブでは、バニラ組・まっちゃ組の２クラス
に分かれて保育しており、全員で57人の子どもたちが在室し
ています。(令和３年１月１日現在)
　２学期始めに他学童からベーゴマの床（とこ）を譲り受け
て以来、子どもたちの間では昔遊びが流行っています。ベー
ゴマの存在を知らない子どもたちもいて、初めて目にした遊
具に「ベーゴマって何！？」と興味津々の様子でした。支援
員が１つ１つ丁寧に教えていくものの、「くそ～、全然紐が巻
けない。」「紐を押さえるところが難しい。」「手に汗かいてき
た～。ちょっと洗ってくる～。」と大苦戦。毎日練習を積み重
ね、自分で回すことができた時の「やった！回った！」と叫
んだ表情はいきいきとしていました。
　その様子を見ていた１年生の女の子も、「ねえ、山ちゃん
(支援員)、うちも明日やってみる。」と、興味を持ちはじめま
す。支援員に教わって、１人でも紐を巻けるよう黙々と練習
する中で、「こんなに手が痛くなるんだね…」と直接触ってみ
ないと分からないことを体感していました。すぐ側でベーゴ
マをしていた１年生の男の子が「最初はさ、俺もできなかっ
たけど、できるようになったら楽しいよ。」「手は痛くなるけど、
楽しいからず～っとやっていたい気持ちになるよね。」と、少

し先輩風を吹かせながら、励ましてくれていました。また別
の日には、ほかの１年生の女の子が「〇〇もやってるしさ～。
なんか悔しい。」と負けず嫌いを発揮して、挑戦するきっかけ
になりました。
　子どもたちは励まし合い、刺激し合い、時にはケンカもし
ながら、いろいろなことを経験して成長していきます。子ど
もたちにとって“遊び”はとても大事なこと。このベーゴマ
遊びを通して学んだことも、成長の糧の一つとなってくれる
ことを願っています。

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児童クラブを紹介します。～

両新田児童クラブ

おしゃべり電話 はじめました
生活支援体制整備事業１ページからの

続きです

こちらは「協議体」から生まれた活動です
　コロナ禍で、人と気軽に会えない日々が続いています。
　一人で自宅に閉じこもり、不安になったり、孤独を感じる
方もいらっしゃるかもしれません。

　そんな時は、「おしゃべり電話」に電話してみませんか。
　「おしゃべり電話」は、ちょっと誰かと話したい、日常のたわいないおしゃ
べりをしたい、悩みや苦しみを誰かに聞いてもらいたい、そんな思いに寄り
添います。
　また、健康状態が不安な方には毎週同じ時間にお電話をする安否確認も行
っています。利用を希望する方は、右記の電話番号におかけください。

【おしゃべり電話が生まれた経緯】
　新田東部地区第２層協議体で、「コロナ禍の今、地域に必要な支え合いは
何か」を話し合う中で、地域で孤立する人を支えることが必要だという意
見が多数出ました。
　そこで、地域の拠点「さかえーる」で活動している「おしゃべり倶楽部」
のメンバーでおしゃべり電話を立ち上げることになりました。
　「おしゃべり倶楽部」は、草加市社会福祉協議会の「おしゃべりボランテ
ィア支援員（傾聴の講習を受けた支援員）」を中心に構成された団体です。
　協議体では、地域に必要な支え合いの仕組みについて、これからも考え
ていきます。

1 傾聴電話

2 安否確認

悩みや苦しみを共感し、
心に寄り添います。

「元気かな？」「体調崩していないかな？」
毎週同じ時間帯に、こちらからお電話します。

対　　象：草加市在住の方
受付時間：�火曜日�

正午～午後４時

対　　象：�草加市在住で、�
概ね60歳以上の方

登録方法：�電話番号に連絡
登録期間：�１年間（１年ごとの更新）
受付時間：�火曜日�

正午～午後４時

安心だわ～

ちょっと話したいな
�

電話してみよう

問合せ　地域福祉課　生活支援担当　電話 048–932–6770

※登録は無料です。通話料金はかかります。個人情報は、秘密厳守します。

ご利用は
080-7135-6336 または 080-7120-0579（１、2共通）

掛け声は「チッチーの、チ！」
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問合せ　地域福祉課　地域福祉担当　電話 048–932–6770

　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。
� ※写真はすべて平成30年当時のものです。

～気軽に、無理なく、楽しく、自由に～ ふれあい・いきいきサロン

　私たちのサロンは、誰でも気軽に立ち寄れる楽しいサロンです。
　参加者も70代の女性が中心で、10人前後が集まって活動しています。
　主な活動内容としては、おしゃべりとカラオケを行います。
　おしゃべりは、各々が自由気ままにおしゃべりをします。近況報告、
世間話、病気や健康の話、趣味や昔の思い出話など、皆で和気あい
あい有意義な時間を過ごしています。
　特に参加者から評判が良いのは、カラオケです。現在、チャレン
ジしているのは、長山　洋子の【雪解け】、【あの頃も今も～花の24
年組～】を上手に歌えるように皆で取り組んでいるところです。
　コロナ禍で、今はマイクを使いませんが、毎回、最新の演歌や歌
謡曲の歌詞カードを見ながら、リズムに合わせて歌の練習をしてい
ます。なかなか１回ではうまく歌えませんが、何回も練習していく
うちに皆がだんだん上達していくのがわかります。参加者の明るい

歌声と笑顔が、とても印象
的で私たちスタッフを支え
る元気の源です。
　是非、歌やおしゃべりが
好きな方、私たちと一緒に
活動しませんか。
　あなたの参加をお待ちし
ています。

　私たちのサロンでは、健康づくりの一環として体操をしています。
　【ラジオ体操】、【みんなの体操】、【市民体操】など、毎回、参加者
20人～ 30人とスタッフ８人で活動しています。参加者の年齢も60代
から80代と幅広く元気に体を動かしています。
　特に、私たちサロンの特徴として、通常の体操のほかにレクリエ
ーションダンスを採用しています。
　【きよしのズンドコ節】や【ルージュの伝言】のリズムに合わせて
ダンスの動きを取り入れた振付を参加者全員で踊ります。一体感が
高まるとても楽しい時間です。
　参加者からは、【毎回楽しい】【体操やダンスのおかげで体が丈夫
になった】【仲間がいるサロンの日が待ち遠しい】など嬉しい声を沢

山いただいております。
　これからも健康第一、細く
永くやりがいを持って、私た
ちのペースでこのサロン活動
を続けていきたいと思います。
　現在は、コロナ禍で十分な
活動はできておりませんが、
興味のある方は、一度見学に
来てください。お待ちしてい
ます。

萩の会 ふれあい健康体操会
●代表　加

か
藤
とう

　栄
えい

子
こ

●活動場所等　 谷塚文化センター　月額500円(飲物持参) 
毎週月曜日　午後１時～午後４時

●代表　加
か

藤
とう

　次
つぎ

子
こ

●活動場所等　 氷川コミュニティセンター　１回100円 
毎週金曜日　午前11時～午後１時

春
は
点
字
の
季
節草加点字サークルからのお知らせ

～新しい点字図書ができました。～

～新規加入・更新はお早めに～

タイトル等 作　者　名
盲目のピアニスト 内田　康夫

「もっと自分を好きになる本」 高見　恭子
ばぁばよ大志を抱け 黒柳　　朝

　右記、点字図書
についてはボラン
ティアセンターに
て貸出いたします。

No.68

　目の不自由な方の日常生活を支援する点訳ボランティアの育成
を図るため、点訳奉仕員養成講座を開講します。

　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、事前にボランティア活動保険への加
入をお勧めします。

点訳奉仕員養成講座を開催令和３年度ボランティア活動保険
加入受付け中！

【対象者】　�・市内在住で初めて点字を学ぶ方�
�・パソコンでメールができ、講座終了後も点字サークルで活
　動できる方

【日　時】　�令和３年５月12日から７月21日までの毎週水曜日�
午前10時～正午　全11回

【会　場】　�草加市立中央公民館
【講　師】　�日本点字図書館　盛田　ゆかり　氏
【受講料】　�無料（テキスト代の負担あり）
【定　員】　�20人（定員になり次第、締切）
※新型コロナウイルスの影響で中止になる場合があります。

保 　 険 　 料　500円（加入時に200円を補助）
保険有効期間

令和３年４月１日～令和４年３月31日
（新規・継続ともに令和３年３月31日までに加入したとき。）
※１　 令和３年４月１日以降に加入したときは、加入

日翌日から令和４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。

詳しくは、ボランティア担当までお問い合わせください。

　永年のボランティア活動の功績が顕
著であると認められ、音訳ネット・草
加の小山　和子　様が厚生労働大臣表
彰を受彰されました。

厚生労働大臣表彰を受彰
おめでとうございます。

問合せ・申込み　地域福祉課　ボランティア担当　電話 048-932-6772

笑顔が絶えないサロンです 体操で気分一新
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町会・自治会別の社協会費納入実績

社協会費納入額 15,346,800円

瀬崎第一町会 155,000

瀬崎第二町会 162,200

瀬崎第三町会 350,000

谷塚コリーナ住宅棟自治会 82,000

谷塚本町町会 129,100

谷塚南町会 200,000

谷塚町北町会 81,500

谷塚西口町会 40,000

谷塚中央町会 15,000

谷塚やぎわ町会　 52,500

谷塚かえで町会 95,500

谷塚あづま町会 63,500

谷塚町兎町会 217,000

谷塚上町町会 312,000

谷塚仲町町会 210,000

両新田東町町会 151,500

両新田西町町会 182,200

草加市新里町会 270,000

ヴィ・シティ草加自治会 10,000

柳島町会 150,000

遊馬町会 415,100

三丁目町会 30,000

四丁目町会 72,000

五丁目町内会 30,000

町会・自治会名 納入額

六丁目町内会 30,000

吉町一丁目町会 80,000

吉町新和会 37,500

吉町二丁目町会 30,000

吉町三丁目町会　 60,000

吉町四丁目町会 83,000

吉町昭和会 30,000

吉町中央会 20,000

吉町西親和会 41,000

吉町平和会 45,000

谷古宇町会 113,500

中央東町会 50,000

手代町会 100,000

手代町中町自治会 100,200

氷川町南町会 601,500

氷川町中央町会 125,000

氷川町西部町会 82,500

氷川草加町会 92,100

草加氷川ハイツ自治会 17,500

西町東部自治会 118,400

西町立野町会 30,000

西町第一町会 135,750

西町第二町会 50,000

草加南町会 250,000

町会・自治会名 納入額

草加五丁目町会 58,000

松江第二町会 50,000

草加市稲荷第一町会 173,000

草加市稲荷南町会 146,500

稲荷中央町会 100,000

草加市稲荷６丁目町会 155,000

稲荷１丁目町会 30,000

草加市稲荷親和町会 192,000

栄町一丁目町会 75,000

コスモガーデンズ草加松原自治会 20,000

栄町中央町会 87,100

栄町三丁目町会　 50,000

栄町三丁目自治会 37,500

中根町会 385,000

弁天町会 400,000

宮沼自治会 54,300

八幡町会 896,050

松江中央町会 80,000

松江北町会 80,000

新栄町町会 300,000

長栄町町会 250,000

草加ネオポリス自治会 51,500

草加市清門町町会 400,000

新善町町会 100,000

町会・自治会名 納入額

稲荷コーポ自治会 3,000

金明町町会 300,000

旭町町会 200,000

新栄町団地自治会 320,000

上南自治会 71,000

青柳上町会 300,000

青柳根郷町会 30,000

青柳山谷町会 100,000

青柳出戸町会 321,300

柿木町会 50,000

松原四丁目南町会 30,000

花栗町会 350,000

苗塚町会 245,000

ダイアパレス草加Ⅱ自治会 30,000

小山町会 200,000

小山台自治会 68,100

草加松原ハイツ自治会 30,000

北谷町会 162,000

北谷二丁目町会 75,000

北谷三丁目町会 262,900

学園台自治会 40,000

原町町会 100,000

一般 500

合計 13,258,800

町会・自治会名 納入額

ご協力いただき、ありがとうございました。令和２年度　草加市社会福祉協議会
会員募集実績報告（敬称略）

令和３年２月28日現在（単位：円）

◇50,000円
乕溪　文有
◇30,000円
ヘルパーステーションさんぽ
梅村　勉
◇15,000円
髙橋眼科
小野　秀樹
山田　玄吾
◇13,000円
舩渡　政道
◇10,000円
日科ミクロン㈱福祉のニッカ
ファミリーマート森酒店
草加市すこやかクラブ連合会柳寿会
ヘルパーステーションばなな
藤城　武志
松崎　道子
髙仲　勇
塚田　裕見子
◇9,000円
（医）虎溪医院
税理士法人　フカサク
◇8,000円
渡邉　幸司　　
◇6,000円
埼玉りそな銀行　草加支店
浅古商事㈲
石関医院
新田幼稚園
杉本　久雄　　　中山　康
丹下　和子　　　野村　敏夫
関島　和子　　　箕輪　昌代
天野　達雄　　　星野　勇治
清田　幸子　　　髙橋　和子
大村　ふじ子　　秋元　芳枝
谷本　修　　　　坂本　豊
石田　幸治　　　鈴木　一行
髙橋　芳夫

◇5,000円
癒しのデイサービス草加安行
内田　佳伯　　　白石　隆夫　
吉岡　弘司　　　髙津　匡生
岡野　知惠子
◇3,000円
埼玉縣信用金庫　草加支店
埼玉縣信用金庫　西草加支店
東京東信用金庫　草加支店
青木信用金庫　谷塚支店
足立成和信用金庫　草加支店
城北信用金庫　草加支店
㈱浅井物流サービス
石田商店
税理士法人L&Cアシスト
行政書士　荻原事務所
㈱筑波
㈱東武よみうり新聞社
平岡織染㈱
㈱宇奥ジャパン
中央プリント㈱
㈱唐沢製作所
東京製鎖㈱
文進堂印刷㈱
青柳商店会
㈱グリーン企画社
㈱アドバンス
ヒガノ㈱
（公社）草加市シルバー人材センター
（医）眞幸会　草加松原整形外科医院
（医）埼友会
㈱メディトピア
内藤クリニック
西倉小児科医院
さくら整形外科
くにのべ歯科医院
重松歯科医院
（医）賢仁会　草加菅原レディースクリニック
高木クリニック
高辻歯科医院
（学）おおとり学園　谷塚おざわ幼稚園
（福）頌栄会　ひかり幼稚舎
（学）ルミ学園　ルミ幼稚園

（福）わかば会　草加なかよし保育園
草加星の子保育園
かおりKaruna認定こども園	
かおりPutra保育園
デイジー保育園　草加駅前
（学）西願寺学園　認定こども園　あずま幼稚園
（学）明学院　いなり幼稚園
（特非）ひろば・せんちゃま　せんちゃま保育園
宇佐美家庭保育園
まつばら保育園
（医）白報会　そうか在宅診療所
みのべ幼稚園
（福）草加こだま会
和楽ヘルパーセンター
SOMPOケア　ラヴィーレ草加
SOMPOケア　ラヴィーレ草加松原
きたえるーむ草加松原
メディカルホームまどか草加
㈱あいブランチ
（医）親和会　訪問看護ステーション　ホウエイ
（医）親和会　居宅介護支援事業所　ホウエイ
特別養護老人ホーム　アートフェリス
カーサプラチナ草加
介護老人保健施設　翔寿苑
㈱	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

LuLLデイサービス草加
（医）和啓会　メディクス草加クリニック
（医）	和啓会　訪問看護ステーション	

ゆりの木草加
㈱萌え木　ケアセンターひだまり
デイホーム　わ～くわっく草加
ソラスト草加
（特非）さわやかたすけあい草加
榎本　武彦　　　宇田川　喜淑
齋藤　幸子　　　松本　眞彦
平林　正寛　　　江口　朔治
秋山　惠美子　　後藤　義喜
佐々木　一男　　衞藤　純一
野田　克己　　　小澤　利男
石川　憲章　　　増根　艶子
橘内　省子　　　髙槗　久
川添　千代子　　秋元　秀雄

金子　富一　　　中野　文子
加藤　榮子　　　大澤　弥壽子
城野　美智子　　村上　範子
樋口　育子　　　堀越　秀明
岡部　武好　　　青柳　勝彦
庭野　宇吉　　　庭野　満子
秋元　安紀　　　吉田　勝美
柳原　みき子　　瀬尾　寛
吉田　高士　　　天野　ケサ子
鈴木　和子　　　加藤　和之
嶋根　義正　　　伊藤　勝子
原口　久雄　　　髙橋　邦光
竹内　一光　　　佐藤　邦義
中山　一子　　　内田　光子
川井　大輔　　　吉田　貞彦
川村　英寿　　　鈴木　勝四郎
土屋　史郎　　　森　　重雄
嶋根　孝子　　　加納　哲也
内山　泰宏
草加市民生委員・児童委員255人
草加市社協職員

草加市町会連合会		
草加市民生委員・児童委員協議会
草加商工会議所
草加市すこやかクラブ連合会
ボランティア草加連絡協議会
草加地区保護司会
草加地区更生保護女性会
草加シティロータリークラブ
（公社）草加青年会議所
草加市ボーイスカウト連絡協議会
草加市認知症をケアする家族の会
草加市身体障害者福祉協会
草加市聴覚障害者協会
草加市子ども会育成者連絡協議会
草加市腎臓病患者友の会
草加光陽育成会
草加市レクリエーション協会
草加市民踊同好会
（福）埼玉県社会福祉事業団　そうか光生園

特別養護老人ホーム　草加園
（特非）豊和会　蒲公英の丘
（特非）障害者自立センター・めだか
（福）弘林会
（福）光陽会
（福）光陽会　希望の家
（福）光陽会　青空の家
（福）光陽会　青柳太陽の家
（福）光陽会　榮光の家
（福）光陽会　西れんげ草
（福）光陽会　れんげ草
（福）光陽会　あしかび
（福）光陽会　光輪の家
（福）草加松原会
（一社）草加市薬剤師会
特別養護老人ホーム　草加キングス・ガーデン
（福）青樹会　特別養護老人ホーム柿木園
（特非）ともにステップ
特別養護老人ホーム　フェリス

特別会員

賛助会員　25人
団体会員
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赤い羽根共同募金
地域歳末たすけあい募金 実績報告

ご協力ありがとうございました
赤 い 羽 根 共 同 募 金� 10,835,726円
地域歳末たすけあい募金� 5,526,673円

町会・自治会別の募金実績 令和３年２月28日現在（単位：円）

町会・自治会 共同募金 歳末募金

瀬崎第一町会 100,000 30,000

瀬崎第二町会 161,300 30,000

瀬崎第三町会 180,000 30,000

谷塚コリーナ住宅棟自治会 45,000 30,000

谷塚本町町会 92,500 50,000

谷塚南町会 50,000 50,000

谷塚町北町会 66,400 20,000

谷塚西口町会 40,000 40,000

谷塚中央町会 15,000 15,000

谷塚やぎわ町会 52,500 20,000

谷塚かえで町会 38,200 28,650

谷塚あづま町会 36,500 20,000

谷塚町兎町会 50,000 30,000

グリーンアベニュー谷塚団地自治会 20,000 ―――

グリーンアベニュー谷塚団地管理組合 17,022 15,467

谷塚上町町会 293,010 70,000

谷塚仲町町会 205,500 30,000

両新田東町町会 90,900 30,300

両新田西町町会 150,120 40,000

草加市新里町会 270,000 298,600

ヴィ・シティ草加自治会 20,000 10,000

柳島町会 100,000 50,000

遊馬町会 324,400 50,000

草加市壱丁目町会 111,100 ―――

弐丁目町会 30,000

三丁目町会 27,000 20,000

四丁目町会 40,000 30,000

五丁目町内会 30,000 30,000

六丁目町内会 30,000 30,000

吉町一丁目町会 20,000 20,000

吉町新和会 20,000 15,000

吉町二丁目町会 20,000 20,000

吉町三丁目町会 40,000 20,000

吉町四丁目町会 83,400 20,000

吉町昭和会 31,478 31,477

吉町中央会 15,000 15,000

吉町西親和会 ――― 12,000

吉町平和会 15,000 15,000

クレール自治会 12,560 10,700

谷古宇町会 24,400 25,000

中央東町会 50,000 50,000

手代町会 100,000 50,000

手代町中町自治会 82,000 40,000

コンフォール草加自治会 10,000 10,000

氷川町南町会 221,450 213,850

氷川町中央町会 100,000 100,000

氷川町西部町会 30,000 30,000

氷川草加町会 50,000 50,000

西町東部自治会 30,000 89,100

西町立野町会 30,000 10,000

西町第一町会 100,000 30,000

西町第二町会 30,000 30,000

草加南町会 150,000 30,000

草加五丁目町会 20,000 20,000

松江第二町会 30,000 20,000

草加市稲荷第一町会 70,000 35,000

草加市稲荷南町会 80,400 50,000

稲荷中央町会 70,000 30,000

草加市稲荷６丁目町会 85,000 30,000

稲荷１丁目町会 10,000 10,000

草加市稲荷親和町会 38,400 46,500

ローズタウン草加自治会 38,600 ―――

コスモガーデンズ草加松原自治会 20,000 20,000

栄町一丁目町会 25,000 20,000

栄町二丁目町会 101,500 75,000

栄町中央町会 77,100 77,100

栄町三丁目町会 40,000 20,000

栄町三丁目自治会 30,000 30,000

松原四丁目南町会 30,000 10,000

中根町会 200,000 254,300

弁天町会 346,900 150,000

宮沼自治会 43,700 22,500

町会・自治会 共同募金 歳末募金

八幡町会 200,000 359,360

松江中央町会 50,000 20,000

松江北町会 80,000 60,000

新栄町町会 200,000 100,000

長栄町町会 180,000 100,000

草加ネオポリス自治会 20,600 10,300

草加市清門町町会 200,000 150,000

新善町町会 233,950 ―――

稲荷コーポ自治会 20,000 20,000

金明町町会 300,000 100,000

旭町町会 366,700 100,000

メイツ草加自治会 34,000 16,000

新栄町団地自治会 103,143 87,240

上南自治会 68,700 43,200

青柳上町会 306,410 100,000

青柳根郷町会 90,577 30,000

青柳山谷町会 50,000 25,000

青柳出戸町会 184,400 50,000

柿木町会 50,000 50,000

花栗町会 200,000 50,000

草加ハイタウン自治会 20,000 10,000

苗塚町会 193,000 60,000

ダイアパレス草加Ⅱ自治会 30,000 24,000

小山町会 50,000 50,000

小山台自治会 41,600 ―――

草加松原ハイツ自治会 45,000 10,000

北谷町会 50,000 50,000

北谷二丁目町会 45,000 28,000

北谷三丁目町会 106,400 169,100

学園台自治会 30,000 ―――

原町町会 100,000 ―――

草加氷川ハイツ自治会 10,000 ―――

草加スカイハイツ町会 30,000 30,000

合　計 8,997,820 4,857,744

町会・自治会 共同募金 歳末募金

赤い羽根共同募金

歳末たすけあい募金

共同募金実績共同募金実績（敬称略）（敬称略）

○�大口募金� 472,522円
<市内企業・商店・個人を含む大口募金扱い>
　自動販売機の協力�
　埼玉縣信用金庫
　（草加支店・西草加支店・北草加支店）
　草加こだま会
　日本化学産業（株）
　大口募金（30,000円以上）
　聖典㈱
　個人２人
○学校募金（学校・幼稚園・保育園）
� 621,632円
　小�学�校　�新田・瀬崎・花栗南・高砂・

清門・八幡北・新栄・松原・

小山・草加・稲荷・氷川
　中�学�校　�草加・谷塚・花栗
　高　��校　�草加西・草加東
　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・
青德・みのべ・草加ひので

　保�育�園　�たかさご・きたうら・あずま・�
草加なかよし・まつばらきた・�
しのは・やはた・にしまち・�
やつかかみ・せざき・しんぜん・�
しんえい・こやま・ひかわ・�
やなぎしま・かおりPutra・�
あ さ ひ・にっさとの森・�
けやきの森（西町）・にっさとの風・�
草加にじいろ・やつか・�
あおやぎ・草加あおぞら

　こども園　�かおりKaruna認定こども園
○職域及び個人・団体（草加市支会扱い）
� 743,752円
　�草加市文化協会�
草加キングスガーデン�
あさひなのはな保育室�
（株）みのり�
せざき保育園・ニコニコルーム�
ニコニコたんぽぽ�
草加かがやき特別支援学校草加分校�
草加市商店連合事業協同組合�
埼玉りそな銀行（草加支店・松原支店）�
武蔵野銀行（草加支店・松原支店）�
城北信用金庫（東草加支店・草加新田
支店）�
埼玉県草加保健所�
草加市職員�

日高建設（株）�
草加市民生委員・児童委員協議会�
草加市社会福祉協議会募金箱�
（株）LLSひまわり�
竹内セントラル（株）�
新田整形外科医院�
そうか光生園�
関東地方整備局北首都国道事務所�
青柳商店会�
ツルハドラッグ草加５丁目店�
個人５人�
草加市社協職員

○�大口募金� 558,000円
<市内企業・商店・個人を含む大口募金扱い>
　大口募金（30,000円以上）
　聖典㈱
　個人３人

○職域及び個人・団体（草加市支会扱い）
� 110,929円
　草加市明るい社会づくり運動協議会
　谷塚中部婦人会
　草加市腎臓病患者友の会
　草加市職員
　個人１人
　草加市社協職員

小計：1,837,906円

小計：668,929円

令和３年２月28日現在
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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

まるごとサポートSOKA

ま る サ ポ

　「職場内で上手くコミュニケーションが取れず、
退職したあとは、社会との関わりが持てず、昼夜
逆転の生活をしていました。
　まるサポで、一人でできる仕事や就労するた

めのセミナーを受けられると話を聞き、申し込みました。この事業
を通じて、週1回の面談や周囲とのコミュニケーション方法を学び、
少しずつ自信が持てるようになっています。今では週3回ポスティ
ングの仕事に就き、生活リズムも戻りつつあります。」

　「高校卒業後、仕事に馴染めず、外出ができな
いほど精神的に不安定になってしまいました。
　まるサポからこの事業を紹介され、利用を開始

しました。相談をする中で、花が好きなことを伝えていました。この
事業を通じて、事業スタッフと一緒に花を育てていくうちに徐々に気
持ちが落ち着き、週１回は外出できるようになりました。今後はパソ
コン講座にもチャレンジしたいと思います。」

「仕事に就くことができました」
Aさん　50歳　男性　単身

「外出ができるようになりました」
� Bさん　45歳　女性　両親と同居

　まるサポが作成する支援計画（プラン）の一つに、「就労準備支援事業」があります。この事業は、長期間仕事
に就けていない方や社会とのかか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、一人ひとり
の状況に応じた個別ワーク、グループワークなどを行い、働くことに必要な能力をサポートします。（就労準備支
援事業は、「まるサポ」とは別の事業者が運営をしています。）

■就労準備支援事業ではどんな支援をしているの？

＜申込み・問合せ先＞

まるごとサポートSOKA（ま
るサポ）は、草加市の委託に
より、本会が実施している相
談窓口です。（相談無料・秘
密厳守）

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～

現にこのような相談が増えています。
皆さんの困りごとを共に考えます。

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！

様々な事情で、1人で悩みごとを抱えていませんか？

お気軽に
ご相談ください

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”

　遺言や相続、死後事務（お亡くなりになった後のこと）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！

岡
お か

本
も と

　毅
つよし

 先生
弁護士

講　師

　令和２年12月の講習会が即日定員に達してしまったため、同じ講師、同じ内
容で開催いたします。前回ご参加された方はご遠慮ください。

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）

日 時

会 場

費 用

定 員

申込み

草加市文化会館 第１会議室
無料
50人（先着順）
３月15日（月）から
電話でお申込みください。

令和３年４月30日(金)
午後２時〜午後３時30分

※�新型コロナウイルスの影響で中止になる場
合があります。

引きこもりの
家族がいる

コロナ禍で
生活が不安だ

家に1人で
いることが多い
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　令和２年12月～令和３年１月において、本会の居宅介護支援事業所の利用者の皆様に
満足度調査を実施しました。ご多用のなか回答していただき、ありがとうございました
　今回は新型コロナウィルス禍という特殊な状況での調査でしたので、利用者の皆様の
意見には、介護だけでなく健康に対する不安の声も多くありました。このような中、職
員を心配してくださる意見も頂き、皆様の心遣いに恐縮しております。
　今後も、利用者の皆様のさまざまな不安を解消できるように、より良いサービスを提
供してまいります。

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

令和２年度指定居宅介護支援事業所利用者満足度調査集計結果

令和３年４月１日から松原・草加東部地域包括支援センターは
「新田東部地域包括支援センター」に変わります。

（回収数108件/配布数150件　回収率72％）� （単位：件）

指定訪問介護事業所の満足度調査も同様に実施いたしましたが、新型コロナウィルスの影響により実施期間が例年より遅くなり、充分な
回答を収集することができませんでした。回答していただいた皆様には、お詫び申し上げます。お詫び

（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　�担当者からの説明は分かりやすかったですか？ 106 0 2 0 108
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？ 106 1 0 1 108
３　�介護サービス計画に満足していますか？ 102 0 5 1 108
４　�相談・苦情などの対応に満足していますか？ 98 0 8 2 108

「いいえ」「どちらでもない」と回答された点について具体的にご記入ください。
●�すべての面で事務的になっている様に思います。
●�（２）－２　コロナで訪問していただけず、思うような相談ができない。
その他の意見（一部抜粋）
●�社協の側から設問してあるアンケートに答えても、利用者の率直な意見は何一つ吸い上げられるものではない。利用者からすれ
ば、本人または家族が人質に取られているのと同じだから「いいえ」と答えにくい。こうした、単にアリバイ作りのようなアンケー
トは無駄だと感じる。生の声は「肌」で感じる感性をもっていただきたいと切望する。
●�認知症の母の進行具合にとまどう事も多いのですが、いつも相談にのっていただいて、愚痴を聞いてくれることで、ストレス解
消になって、とても助けられています。
●�ケアマネジャーさんの対応はとても良く、サービスの変更等に対しても対応が早く、安心しております。
●�現実的な個別の相談には充分に対応して頂いていますが…。将来の心の準備として、一般的にこの地域では、こういう施設では
この位が相場とか、終活の準備など、被介護の本人を除いたセミナーや資料があっても良いかなと思います。

（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？ 105 0 1 2 108
２　�定期的な訪問は予定どおりですか？ 106 0 2 0 108
３　�担当者との連絡は取れますか？ 106 0 2 0 108
４　�言葉づかい・服装・態度について満足されていますか？ 107 0 1 0 108
５　�相談しやすい雰囲気ですか？ 105 0 3 0 108

　草加市は町会・自治会の10地区にあわせ、８か所の地域包括支援センターが担当する地域を再編しました。
　このことにより、令和３年４月１日から、本会が草加市から受託している松原・草加東部地域包括支援センターは、「新田東部地域包括
支援センター」となり、担当地域が変更となります。また、残り７か所の地域包括支援センターについても、名称及び担当地域が次のよ
うに変更になります。

変更前 変更後

名　　称 電　話 担当地域
松原・草加東部
地域包括支援センター（048）932−6775 栄町、松江、松原

谷塚・瀬崎
地域包括支援センター（048）929−3613 谷塚町、谷塚、瀬崎

谷塚西部
地域包括支援センター（048）929−0014

谷塚上町、谷塚仲町、両新田東町、
両新田西町、新里町、柳島町、
遊馬町

草加中央・稲荷
地域包括支援センター（048）959−9133

神明、住吉、高砂、手代、吉町、
稲荷、中央

草加西部
地域包括支援センター（048）946−7030 草加、西町、氷川町

安行
地域包括支援センター（048）921−2121

原町、北谷、北谷町、苗塚町、
小山、花栗

川柳・新田東部
地域包括支援センター（048）932−7007

柿木町、青柳、青柳町、八幡町、
中根、弁天

新田
地域包括支援センター（048）946−0520

新栄、長栄、清門、旭町、金明町、
新善町

名　　称 電　話 担当地域
新田東部
地域包括支援センター（048）932−6775

栄町、松江（一～四丁目）、
八幡町、中根、弁天

谷塚中央・谷塚東部
地域包括支援センター（048）929−3613 谷塚町、谷塚、瀬崎

谷塚西部
地域包括支援センター（048）929−0014

谷塚上町、谷塚仲町、両新田東町、
両新田西町、新里町、柳島町、
遊馬町

草加東部・草加稲荷
地域包括支援センター（048）959−9133

神明、住吉、高砂、手代、吉町、
稲荷、中央、松江（五～六丁目）

草加西部
地域包括支援センター（048）946−7030 草加、西町、氷川町

草加安行
地域包括支援センター（048）921−2121

原町、北谷、北谷町、苗塚町、小山、
花栗、松原

草加川柳
地域包括支援センター（048）932−7007 柿木町、青柳、青柳町

新田西部
地域包括支援センター（048）946−0520

新栄、長栄、清門、旭町、金明町、
新善町

問合せ・相談は、担当の地域包括支援センターにお願いします。
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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
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・退職手当を
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 
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　（１）�介護保険サービス 

時給　身体介護 1,630 円 
　　　生活援助 1,330 円

（２）�障害福祉サービス 
時給　身体介護 1,710 円 
　　　家事援助 1,410 円

 （１）、（２）ともに、処遇改善手当を含む。
その他　�夜勤なし 

※�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　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

　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、特別休暇付与（本会規定による）

詳しくは本会 HP をご覧ください。

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、教員等）をお持ちの方�
①②の条件を満たす方（いずれも令和
3年 3月末現在の見込みを含む）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
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

手 話

訳通 だより

SIGN LANGUAGE
INTERPRETER 令和３年度手話講座のお知らせ

　「手話」は、聴覚障がい者の生活の中から生まれた言葉です。手話を学ぶのは
もちろん、聴覚障がい者の生活や聴覚障がいの特性、福祉制度なども学びます。

★�詳しい内容は、４月以降に本会ホームページや広報そうかに掲載する予定です。開始までしばらくお待ちください。

【手話通訳Ⅰ】
令和３年５月18日〜令和４年３月22日の
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は令和４年４
月から開催する予定です。
午後７時15分〜午後９時15分
土曜日は午前９時30分〜午前11時30分

日　 程

時　 間

草加市文化会館　ほか
15人
無料
ただしテキスト代はご負担いただきます。
応募された方には受講審査を受けていただ
きます。その結果により受講の可否を決定
します。
　日程…令和３年４月24日（土）
　受付…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
　※�通知はしません。所定の時間内に受付
をしてください。

４月５日（月）〜４月16日（金）必着

会　 場
定 員
受 講 料

受講審査会

申込期間

令和３年７月１日〜令和４年２月24日の
毎週木曜日
午後７時15分〜９時15分
草加市文化会館　ほか
30人（応募多数の場合は抽選）
無料
ただしテキスト代はご負担いただきます。
５月20日（木）〜６月４日（金）必着

日　 程

時　 間
会　 場
定　 員
受 講 料

申込期間

★ 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ことがある方
　　② 手話奉仕員養成講座「基礎」課程修了者
　　③ ①、②と同等レベルの方

★ 入門講座を修了された方、または同等レベルの方
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。 
草加市在住、または在勤の
方が対象です。

手話通訳者養成講座Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ　全92回

手話奉仕員養成講座「基礎」　全30回

【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

氏名・名称 寄付金額

五条館　草加支部 30,000

詩吟神風流　草加連合 10,000

埼玉東部ヤクルト販売㈱ 80,714

旭町団地自治会 6,759

ほほえみの会　会長　丸野　典子 43,379

税理士法人フカサク 7,639

林　眞喜雄 12,357

ヴェラハイツ草加松原自治会 5,000

石川　弘子 10,000

日本基督教団　草加教会 5,000

鳥長 9,319

瀬崎コミュニティセンター 3,147

匿名２件 19,105

合　　　　　計 242,419

氏名・名称 寄付物品
草加市瀬崎共同学童保育所　草加市瀬崎
児童クラブ　父母会OB会一同 図書

吉田　朝次
ランドセル
男児用 1個
女児用 1個

就労継続支援B型事業所Pace（パーチェ） 手作りマスク
45枚

平塚製菓株式会社 食料一式

匿名
次亜塩素酸
除菌水
40ℓ　1ヶ

（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12月15日～令和３年３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（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。

次号の「そうか社協だより」（第167号）は2021年６月発行予定です。


