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赤い羽根共同募金運動が
始まりますご 協 力 お 願 い し ま す ！

今年も赤い羽根共同募金運動の時期がやってきました。
この募金は、下記のさまざまな福祉活動に活用しています。

平成30年10月１日（月）
　❶　午前10時30分〜午前11時30分
　❷　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

街頭募金の日程

から
（月）

10
１

募金は、次のような事業に活用されています。
●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
●社会福祉施設の補修や備品の購入に
●地域で活躍するボランティアの活動に
●災害時にボランティア等を支援するための準備金に

　埼玉県共同募金会草加市支会では、宿場まつり等において、職員とともに赤い羽根共同募金の街頭募金
活動に参加してくれるちびっ子ボランティアスタッフを、次のとおり募集します。
日時等	
（１）宿場まつり	 	平成30年９月30日（日）
	 午前10時から午後２時までの間で参加可能な時間帯１時間（応相談）
（２）ふささらまつり		 平成30年11月３日（土・祝）
	 午前10時から午後２時までの間で参加可能な時間帯１時間（応相談）
※	上記会場の街頭募金活動において、募金の呼びかけやPRのバルーンづくりなどをします。
募集対象　小学１年生〜６年生の児童（小学１年生〜３年生は保護者同伴が条件）

赤い羽根ちびっ子ボランティアスタッフ募集中

▼	QRコードを読み
込むと

募金の仕組みや使い
道が分かります。

問合せ・申込み　地域福祉課　ボランティア担当　☎048-932-6772
募金活動を体験することにより、思いやりの心を育むとともに、共同募金のしくみや、大切さについて学
べる良い機会です。

ちびっ子あつまれ！
気軽に楽しく
ボランティア

社協は、社会福祉協議会の略称です
社協だより
そうか 平成３０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.156
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
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７階　ホール ７階 ホワイエ ６階 ギャラリー 草加駅東口広場 野外ステージ
10:05	 ほのぼのクラブ（演奏）
10:20	 小山太鼓保存会（和太鼓演奏）
10:45	 草加市立松江中学校（和太鼓演奏）
11:05	 草加アラ神マジッククラブ（マジック）
11:35	 ASK歌謡連盟（唄）
12:05	 昼食休憩
13:05	【心はいつもバリアフリー】
	 皆野町立皆野中学校教諭
	 新井　淑則氏（講演）
14:10	「障がい者スポーツで盛り上がろう」
	 草加市障がい者施策協議会
	 宇原　千枝子氏（講演）
14:35	 草加光陽育成会SKIP（よさこい）
14:50	 ア・モーレ＆そうか光生園
	 （車いすダンス）
15:10	 つばさの森（ダンス）
15:25	 あすなろ会（ベリーダンス、よさこい）

15:45	 閉会

◆お楽しみバザー

◆作品展示
　　　＆
　パネル展示

◆スタンプラリー
　（朗読）

15:45　閉会

◆こども
　　　遊び
　　　コーナー
　おもちゃで
　　　　あそぼう
　コマまわし
　お手玉
　折り紙
　手作りおもちゃ
　　　　　　など

15:45　閉会

◆スタンプラリー
　車いす
　アイマスク
　高年者疑似体験

◆健康チェック
　　　　コーナー

◆模擬店

15:45　閉会

10:30	 江戸芸かっぽれ・民踊
	 	(草加かっぽれ、いろどり会)

11:00	 オープニングセレモニー

11:30	 尺八で奏でる歌謡ポップス（尺八の会)

12:00	 コーラス（ゆりかご)

12:15	 フラダンス（新田フラサークル)

12:35	 漫才（ばぁーばぁーず）

12:50	 櫻川流江戸芸かっぽれ（草加かっぽれ道場）

13:05	 演歌歌謡を尺八の音色で（尺八の会)

13:20	 フラダンス（ハア、アラ、クラブ）

13:35	 大岡政談三方一両損（しばぐり）

13:55	 日本各地の民踊（いろどり会）

14:15	 よさこい鳴子踊り（よさこい・そうか連）

15:45	 閉会

　タイムスケジュール （予定）

マルイ草加店への５階通路10:15 ～ 15:45
◆スタンプラリー（点字・手話）
◆障害年金相談（障害年金サポートグループ）

開始時間は、午前10時からです。なお、準備等の都合で７階ホール、野外ステージは開始時間が異なります。ご了承ください。
当日は、「街グル in草加 2018」も開催（草加小学校周辺）

No.60

福祉まつりin草
加

第25回

11月25日日
午前10時〜午後３時45分
草加駅東口広場＆アコス

午後１時05分〜
アコス南館７F　ホール日時

時間

会場

会場

講　師

テーマ

心はいつも
バリアフリー

　疾病により、全盲になってしまった新
井先生が自身の経験やエピソードを交
えて、みなさんに、生きていくうえで、
とても大切なことをお伝えします。

　埼玉県出身
　網膜剥離により両目の視力を失い、生きる希望さえ無くなったが，家族や
視覚障がいの教師との出会いにより養護学校の教師として復職する。
　その後、どうしても中学校の教師になりたいと切望し、晴れて念願の中学
校勤務となり、現在に至る。過去に24時間テレビにおいて「盲目のヨシノリ
先生」として、自身の半生が取り上げられた。自身の体験や共生社会につい
ての講演活動を精力的に行っている。

「盲目のヨシノリ先生」こと

新
あ ら い

井　淑
よ し の り

則　氏
皆野中学校教諭（埼玉県秩父郡）

講
師
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

講　演　会

当日は楽しいイベントがいっぱいです
野外ステージ・７階ホール

６階ギャラリー・７階ホワイエ

東口広場・５階通路

東口広場

展示・昔遊び

体験コーナー

模擬店

和太鼓、よさこいなど、７階ホール・野外
ステージでそれぞれ楽しいプログラムが
予定されています。

福祉団体や施設の作品展示をしています。
子ども向けにけん玉や折り紙など楽しく
遊べるコーナーもあります。

車いすやアイマスク、手話、点字などの
体験ができます。スタンプラリーに参加し
て景品をゲットしよう！

各種惣菜、甘酒、小松菜マフィン、
焼きそばなど、美味しいものがたくさ
んあります。

歌・踊り・演奏など

問合せ　地域福祉課ボランティア担当　電話	048−932−6772
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　草加地区更生保護女性会との共催で子育て支援事業を推進して
います。
　「子どものことを思えばこそ」の親の愛が、しっかり伝わる効果的
なコミュニケーション方法を学びます。
日　時　平成30年11月22日（木）　午前10時〜正午
会　場　草加市文化会館　第１会議室
対　象　	市内各小・中学校保護者

や子育てに関わっている
方

テーマ　親の愛が伝わる接し方
講　師　	親業訓練インストラクター
	 加藤　由紀子　氏
費　用　無料

〜やってみよう。車いすバスケに挑戦！〜
　草加市体育協会の協力のもと福祉教育の一環として、車いすバスケットボール体験講座を開催します。

日　時　平成31年１月19日（土）　午後２時〜午後４時
会　場　草加市スポーツ健康都市記念体育館
講　師　森田　俊光 氏（埼玉ライオンズ）　　　　
対　象　	市内在住・在学の小学校４年生〜６年生の児童（保護者の参加も

大歓迎）
定　員　30人（定員になり次第、締切）
持ち物　	屋内用運動靴、運動ができる服装
参加費　無料
※	初めての方でも大丈夫。興味がある方は、ぜひご連絡ください。

　デイサービスでボランティア活動をした高校３年生の石川雅乃
さんと佐藤梨奈さん。２人とも以前から福祉やボランティアに興
味があったそうですが、夏休みボランティア体験への参加は今回
が初めてとのこと。そんな２人に参加した感想を聞きました。

石川さん…福祉と聞いて、特
に施設には、最初は堅いイメー
ジを持っていました。
　ですが、実際はとっても温
かく和やかな雰囲気で、職員
の方や利用者の方の笑顔がと
ても素敵でした。
　みなさんのおかげで、楽し
い時間を過ごすことができま
した。

佐藤さん…最初は、自分を
受け入れてもらえるか不安
だったけれど、職員の方や
利用者の方が優しく声をか
けてくれたことがうれし
かったです。
　将来、心理学やコミュニ
ケーションを学びたいので、
貴重な体験でした。

　ボランティア
センターは、こ
れからも学生の
ボランティアを
支援します。

申込み・問合せ　地域福祉課ボランティア担当　電話	048−932−6772

デイジー※
１図書の普及・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。
日　時　平成30年11月28日(水)
　　　　午後１時30分〜３時30分
会　場　草加市社会福祉協議会　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　①	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プレクストークの操作を学びたい方
　　　　	　	※	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　	20人（定員になり次第、締切）

～デイジーを通じて本の世界が広がります～

プレクストーク操作研修を開催

親業訓練講演会を開催します

車いすバスケットボール体験講座（小学生向け）

マメ知識	 ※１ デイジー　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

必聴

レクの補助にも真剣な眼差し

初参加の佐藤さん（左）と石川さん（右）

利用者さんとちょっとひと息

会員を募集しています！草加市すこやかクラブ連合会
　草加市すこやかクラブ連合会には、57のクラブが登録しています。
　各クラブごとに、趣向を凝らした活動をしています。
　そのほか、連合会でも運動会や健康講座やカラオケ大会、グラウンドゴルフなどを開催し、
健康づくり、仲間づくり、楽しみづくりを進めています。
　60歳以上の方なら入会できますので、興味がある方は、下記の電話番号まで問い合わせくだ
さい。お住まいの近くで活動しているクラブを紹介します。（※クラブによって、活動内容は
異なります）
　みなさんの入会をお待ちしております。 地域福祉課　☎048-932-6770

平成30年６月30日に開催された
「ふれあい高年者運動会」

夏休みボランティア体験レポート
2018
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　児童クラブでは、年齢が異なる子どもたちが一
緒に過ごします。兄弟や姉妹のように、遊ぶこと
を楽しみながら、集団の中でいろいろなことを学
んでいきます！
　児童クラブには「マンカラ」という遊びがあり
ます。1年生が高学年に勝つこともあり、みんな
が好きな遊びの一つです。
※マンカラ：アフリカや中近東、東南アジアにかけて古く
から遊ばれているゲームの総称
　そのほかに、工作教室や水でっぽう大会など、長い夏休みを楽しく過ごしていました。

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

　プチコリベビーは、０歳から１歳前後までのお子さんとお母
さんが気軽に楽しく参加できるサロンです。月１回、獨協大学
地域と子どもリーガルサービスセンターで開催しています。
　私たちのサロンでは、わらべ歌、タッチケア、絵本の読み聞
かせ、リズム遊びや工作などをします。部屋にはマットが敷い
てあるので、お子さんが元気よくハイハイをしたり、寝転がる
こともできます。また、顔見知りになったお母さん同士が情報
交換をしたり、スタッフ（保健師・保育士）に子育てについて相
談することもできます。
　サロンに興味がある方がいらっしゃいましたら、ぜひお子さ
んと一緒に遊びに来てください。お待ちしています。

　みんなに居心地よく過ごしてもらえる憩いの場として、平成
29年９月から「和間人」を始めました。毎月第４月曜日に、フ
リースペースSoleで開催しています。参加費（金額は月によっ
て異なる）をいただき、お茶やお菓子などをご用意しています。
　私たちのサロンでは、毎月ラジオ体操をしたり、脳トレや百
人一首などのゲームをしたり、お茶を飲み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。今後は、ミニ茶席や演
奏会なども行う予定です。
　サロンを始めてちょうど１年になります。これからもみなさ
んと一緒に楽しいサロンを作っていきたいと思いますので、ぜ
ひ一度見に来てください。

プチコリベビー 和
わ

間
か ん

人
と

●代表　柳
やなぎだ

田　悦
え つ こ

子　●活動場所　獨協大学地域と子どもリーガルサービスセンター
●活動日時　毎月第１か第２月曜日　午前10時30分～午前11時30分

●代表　和
わ い だ

井田　満
み つ こ

子　●活動場所　フリースペースS
ソ レ

ole（神明）
●活動日時　毎月第４月曜日　午前10時～午前11時30分

問合せ　地域福祉課　電話	048−932−6770

みんなで過ごす楽しいひととき 「けっこうなお手前で」

児童クラブの様子
児童クラブでは、朝から元気な声が聞こえます！！

「おはよ～」と元気に登室！！
登室後は、掃除や勉強をやります！

児童クラブまつり
楽しい遊びのコーナーがあります！

毎年、地域の方がたくさん来てくれます。
みなさんも、ぜひ遊びに来てください。

開催日時 クラブ名 開催場所

9/22（土） 午前10時～正午 瀬崎 瀬崎小児童クラブ室

9/29（土） 午前10時～正午 小山 小山小児童クラブ室

9/29（土） 午前10時30分～正午 清門 清門小体育館

9/29（土） 時間未定(午前予定) 長栄 長栄小児童クラブ室（予定）

10/13（土） 午前11時～午後2時 八幡北 八幡北小体育館

10/13（土） 午前11時～午後2時 新里 新里小体育館

10/27（土） 午前9時30分～正午 新田 新田小体育館

10/27（土） 午前11時～午後1時30分 両新田 両新田小体育館

11/10（土） 午後2時～午後4時 川柳 川柳小体育館

11/17（土） 午前10時～正午 八幡 八幡小体育館

11/17（土） 時間未定 花栗南 花栗南小体育館

11/17（土） 時間未定 氷川 氷川小体育館（予定）

11/17（土） 午前10時～正午 谷塚 谷塚小体育館

12/1（土） 午前10時～正午 青柳 青柳小体育館

12/1（土） 午前10時～正午 西町 西町小体育館

12/8（土） 午前10時～正午 稲荷 稲荷小体育館（予定）

12/8（土） 午前10時～正午 松原 松原小体育館（予定）

☎048-924-8722
児童健全育成課問合せ

マンカラに夢中

　子どもたちは遊びの天才です。いろいろなことを発明（？）してくれます。
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所　在　地	：	草加市栄町一丁目１番14号
利用できる人	：	自分で来所できる市内に居住の方
利 用 料 金 	：	実費負担（お茶代や材料費など）
利 用 時 間 	：	月・水・木曜日　午前10時～午後３時

「さかえーる」
　「さかえーる」は、地域の誰でもが気軽に立ち寄れる、
民家を活用した、住民の交流と情報交換の場です。

さかえーるの活動

　気軽に話せる場として発足。男性も足を運
びやすいように囲碁や将棋・麻雀コーナーも
あり、対局員が待機しています。週替わりで
ハンドマッサージやネイル体験、手芸なども
しています。

さかえーるの運営について、どんなことが必
要かを運営会議で話し合っています。

　おしゃべりを楽しみながら過ごせる「ふれ
あい喫茶」を開いています。野ばら会が作っ
た手芸品のミニバザーコーナーもあり、収益
は震災遺児の進学を支える会に寄付します。

　看護師など専門知識を持つスタッフです。
「暮らし・健康相談」「脳トレ」「読み聞かせ」「ハ
ンドマッサージ」など午前の部、午後の部と
で週替わりで行っています。相談なども一緒
に分かち合います。

おしゃべり倶楽部

運営会議

み ん な の
保 健 室 陽だまり野ばら会

　「さかえーる」では、今後地域の困りごとを解決できるような仕組みや活動を作っていきたいと考えています。現在取り
組んでいる『子どもの居場所づくり』に興味がある方やお手伝いしていただける方は、社会福祉協議会までご連絡ください。

※月・水・木曜日は、草加市介護予防・日常生活支援総合事業の一環として行っています。子どもから高年者まで、どなたでも参加できます。

　生活支援体制整備事業は、いつまでも住み慣れた地域で暮らし続
けるために、支えあいの地域づくりを進める事業です。地域組織や
ボランティア、老人クラブ、社会福祉法人、NPO、民間企業など地
域の多様な主体が連携を図り、生活支援につながる活動やサービス
が充実している地域づくりを目指しています。
　この事業を進めるために、生活支援コーディネーターと、協議体
が設置されました。
　生活支援コーディネーターが地域に出向き、地域の方々と一緒に
地域づくりを進めていきます。

「さかえーる」などの取組みを進めている　生活支援体制整備事業とは

　生活支援コーディネーターは、
住民のみなさんの「地域で何か活
躍したい」「何かお手伝いがしたい」
思いを応援します。暮らしやすい
地域づくりを一緒に進めましょう！

おいでよ

（運営には、さまざまな団体が協力しています。）

活動団体 活動団体 活動団体

本会の
Facebookページに
活動の様子を

アップしています。
見てくださいね。

着物や帯で作ったコースターはみんなに好評で
す！

地域包括支援センターが「熱中症」の講座を行
いました。仲間が一緒だと笑顔が溢れます。

『認知症の私からあなたへ』の著者、佐藤雅彦氏
を招いて、「生き方勉強会」です。明るく前向き
なお話に、誰もが生きるヒントをもらいました。

みんなに会えるのを待っているよ

たぬきの置物が目印です

バスの時刻表

時 分
9 51

10 51
11 21
12
13 21
14 48
15 25

時 分
9 41

10
11 14　25
12 59
13 14
14 08
15 13
16
17 07

行　き
草加駅東口発
草12系統
草加車庫行き
谷古宇橋　下車

（平日）

帰　り
谷古宇橋発
草12系統　
草加駅東口行き

（平日）

草加駅東口から徒歩20分・
草加駅駅東口から草12系統　
草加車庫行き「谷古宇橋」（５分）下車後、徒歩３分

「子どもの居場所」について作業部会で会議を行
いました。

問合せ　地域福祉課　電話	048−932−6770　　　: livewell@soka-shakyo.jp

地 図

バス停
「谷古宇橋」

東口

伝右川橋
手前の道沿い
たぬきの置物が
目印です！

おむつ替えや授乳ができるスペー
スもあります。小さい子ども、パ
パ・ママ大歓迎です。

お煎
公園コ　イ　ン

ランドリー
県道足立・越谷線
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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
⬇

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）でも受付

申
込
み

成年後見講習会

任意後見制度を
ご存知ですか？

　成年後見制度には、“今お困りの方”のほかに、“将来
に備えたい方”のための『任意後見制度』があります。
　“認知症で判断に困る前に”“老い支度の一助に”
“障害が軽度なうちに”任意後見制度について、詳し
く学んでみませんか？

	 平成30年11月６日（火）
	 午後2時～午後４時
 ※講演は１時間30分
 　残り30分は質問時間とします。

	 草加市文化会館レセプションルーム
	 無料
	 80人（先着順）
	 電話でお申し込みください。 行政書士　竹

た け む ら

村　美
み ほ

保氏
　本会の成年後見事業運営委員会委
員を務める。高い倫理意識と物腰柔
らかな姿勢で相談者に対応しており、
福祉関係者からの信頼も厚い。
　当日は、豊富な知識と経験をもとに、
制度の詳細をお話いただきます。

会　場

日　時

講　師
費　用
定　員

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
この事業は、草加市からの委託により、本会が運営しています。

働きたいあなたへ

家賃を補助する制度があります！

　まるごとサポートＳＯＫＡ（まるサポ）は、経済的な事情を
抱えているなど、生活にお困りの方を支援しています。
　今号は、まるサポによる支援内容の１つである住居確保給付
金についてご紹介します。

住居確保給付金の対象者
（❶～❸全てに該当する方）

住居確保給付金とは？？
　離職等により経済的に困窮し、住居を失うお
それのある方に対し、基準額に応じて給付金を
支給することにより、住居及び就労機会の確保
に向けた支援を行うものです。

住居確保給付金を利用して自立したＨさん
　体調不良により離職したＨさん（35歳）は、体調が回復したため、
就職活動を開始しました。
　しかし、なかなか仕事が見つからず、家賃の支払いが困難になっ
てしまいました。

❶ �65歳未満で、離職日等から
　２年以内の方
❷ �常用就職を目指している方
❸ �就職活動を行える方
※ 支給期間・支給額は、状況により異なります。
　詳細についてはお問い合わせください。

住居確保給付金

　家賃補助を受けることで、安心して就職活動ができました。
おかげで、２か月で事務の仕事が見つかりました。
　給付だけではなく、就労支援もあったので、本当に助かり
ました。

相談の様子（イメージ）

秘密は絶対守ります

　日々の暮らしにおけるさまざまな悩みご
と（家庭問題・生活問題・金銭問題）など、
あらゆる相談に応じ、悩み解決のお手伝い
をします。

草加市松江一丁目１番32号　草加市社会福祉協議会

ふれあい福祉相談所

☎048－932－6789

～すこやか
老い支度～

相談日

時　間

費　用

【一般相談】
毎週１回　金曜日（祝日は休み）
来所・電話相談あり
午前10時～午後３時
無　料

ま る サ ポ に 相 談

ふれあい
福祉相談所に
お任せください。

ひとりで悩まないで、
まずは相談。
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かいごのかわら版

草加市高年者
地域見守りネットワークの登録にご協力を

新聞や郵便物が溜まっている

洗濯物が干しっぱなし

具合が悪そう

庭にゴミが散乱している

　「草加市高年者地域見守りネットワーク」とは、市内で活動している電気・ガス会社、郵便・宅配事業者、
金融機関、商店会、医療機関などの民間事業者の皆様に、日ごろの業務の中で、「あれ、おかしいな？変だな」
と感じる高年者がいたときに、草加市や地域包括支援センターへ連絡してもらう仕組みです。
　この事業は、支援が必要な高年者を早めに発見し、これからも住み慣れた地域の中で安心して暮らして
いく見守り体制をつくるものです。

わたしも登録しています！
松原ストア戸塚青果（地区　松原）

戸
と つ か

塚　雄
ゆ う す け

介さん
　両親と三人で営む青果店
です。
　松原で長く営んでいるの
で、高年者のお客さんが多
いです。

　現在、市内395事業者がこの事業に登録しています。（平成
30年７月５日時点）
　登録事業者には、「高年者にやさしい事業者」として、ステッ
カー・登録証の配布、草加市のホームページに公表しています。
また、登録事業者を対象に、見守りへの知識や理解を深めて
もらうための研修会なども開催しています。

　興味・関心がある方は、草加市またはお近くの地域包括支
援センターにお問い合わせください。

このポスターと
ステッカーが
目印です！

登録事業者　募集中！

　ある一人暮らしの高年者宅に弁当の配達に伺ったとき、
室内の様子が普段と違う感じがしました。
　生活の様子を伺うと、足が悪いため掃除や洗濯などが十
分にできていないとのことでした。
　難聴の方でしたので、私から地域包括支援センターに連
絡を入れ、すぐに状況を確認してもらうことができました。
　この事業に登録しているおかげで、心配な高年者がいた
時に、身近に相談できる窓口があるので、事業者としても
助かっています。今後も高年者が安心して地域で暮らせる
よう、少しでも力になれればと思っています。

ポスター

ステッカー

民間事業者の皆様へ

●電力会社
●ガス会社
●水道検針事業者
●郵便事業
●金融機関
●新聞配達所
●商店会
●宅配事業者　等

地域見守り　協力事業者

生活状況が心配な高年者
見守り 連　絡

地域包括
支援センター

草　加　市

問い合わせ　草加市長寿支援課　☎048-922-2862
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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
内　容
対象者
参加費 指導者

平成30年１０月14日（日）午後２時～午後４時（午後１時30分受付開始）
勤労福祉会館　ホール（１階）
ラジオ体操を基本から学び、健康づくりに役立てます。
聴覚障がい者及びその家族、聴覚障がい福祉関係者など
無料　　　　　　　　　草加市ラジオ体操連盟の皆さん

「	 本当はすごいラジオ体操　」みんなで健康づくり！
　残暑が厳しいなか、体調管理に苦労していませんか？子供のころに一度は経験したことの
あるラジオ体操には、体を動かすポイントがたくさん含まれています。改めて学び、今後の
健康づくりに役立ててください。
　当日は動きやすい服装でお越しください。お待ちしています。

※お預かりした義援金は、埼玉県共同募金会を通じて、被災者の皆様へ配分されます。

氏名・名称（敬称略・順不同） 寄付金額

長栄町町会 52,641

江口　朔治 10,000

全日本空手道剛柔流道場連盟 20,000

草加中央ボランティアクラブ 300,000

草加市安行地区民生委員・児童委員協議会 32,669

草加中央地区社会福祉協議会 39,339

男性料理シニア会 10,000

 合　　　計 464,649
集計期間　平成30年７月17日～８月31日

地域福祉課 手話通訳担当　電話 ０４８－９３２－６７７０　FAX ０４８－９３２－６７８１申込み・問合せ

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

氏名・名称 寄付金額
旭町団地自治会 10,050
草加市女性会議 50,000
新善町子ども会 5,000
草加市町会連合会　川柳ブロック
グラウンドゴルフ大会ホールインワン基金 8,960

草加ボーイズ後援会 11,063
子供夕涼み会　吉町一丁目町会 22,308
間中　艶子 10,000
株式会社小山建設 20,000
浅井　まり子 100,000
鳥長 12,893
NPO法人　うるおい工房村 34,255
匿名 　４件 83,000

合　　　　　計 367,529

氏名・名称 寄付物品
泉蔵院　 缶詰、飲み物等
浅見　ユキ タオル 123本
平塚製菓株式会社 食料一式
匿名　１件 食料一式

　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６月６日～９月５日

（敬称略　単位：円）

ヘルパー募集中！！ なんでも相談し合える働きやすい職場
です。一緒に働きましょう。

❶嘱託職員（未経験でも丁寧に指導します。）

❶放課後児童支援員補助員 ❷事務所パート職員

❷登録訪問介護員（１日１時間からでもOK！）

聴覚障がい者教養講座

放課後児童クラブ臨時職員募集 子どもたちと一緒に楽しく過ごしませんか？

　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。

時　給　920円　交通費実費支給（上限あり）

年　齢　65歳まで

場　所　草加市内の児童クラブ

時　間　週３日以上勤務から可（月～土）

資　　格　 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　65歳まで

勤務時間　シフト制・週５日（実働７時間45分）

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　身体介護　1,300円～　　
　　　　生活援助　1,000円～
　　　　 （別途処遇改善手当、
　　　　夜間・早朝・休日割
　　　　増あり）

時　給　900円　賞与あり、交通費実費支給（上限あり）

資　格　パソコン（エクセル）できる方、
　　　　自動車普通免許お持ちの方なお可

年　齢　45歳くらいまで

場　所　氷川町事務所
　　　　（草加市氷川町2151 ー 11　赤羽ビル1階）

時　間　午前９時～午後5時（月～金）週５日勤務
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時までの間の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

介護課介護サービス担当　☎048-932-6777

問合せ先

申込み・問合せ

皆様の善意に感謝を申し上げます
◆７月豪雨災害義援金　　464,649円　７件◆

単位：円

　７月の豪雨により被災された皆様に、心から
のお見舞いを申し上げますとともに、一日も早
い復興をお祈り申し上げます。

草加中央ボランティアクラブ様と

次号の「そうか社協だより」（第157号）は平成30年12月発行予定です。


