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社協は、社会福祉協議会の略称です
社協だより
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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

特殊詐欺にご用心 怪しい電話やはがきに騙されないで！詐欺犯は、あなたの財産を狙っています。

草加市社協イメージキャラクター誕生

「せんべいちょんまげたろう」
西町児童クラブ　松本波瑠さん

「みらいちゃん」
川柳児童クラブ　大串咲葵さん

「幸福子犬兄弟」
松原児童クラブ　鈴木愛子さん

「かっぱまき」
花栗南児童クラブ　北原陽向さん

「しゃきょうりゅう」
新田児童クラブ　石川彩人さん

「まつぼっとり」
松原児童クラブ　小柳侑己さん

「たいおんまん」
稲荷児童クラブ　石塚夢愛さん

「ぴよちゃん」
新田児童クラブ　伊藤凛音さん

「ひまわりん」
両新田児童クラブ　吉岡心さん

「みんなだいすき、げんきちゃん」
氷川児童クラブ　間穂音さん

「まめまめ三兄弟」
青柳児童クラブ　高橋凌人さん

「えだまめくん、えだまめちゃん」
両新田児童クラブ　仲田美央子さん

「ハートン」
草加市　加藤大和さん

「ハッピヨちゃん」
草加市　小曳杏実さん

「くさッピー＆せんべい丸」
青柳児童クラブ　佐藤涼香さん

※所属クラブは、平成30年8月時点のものです。

子どもたちがデザインしたキャラクター 172作品のうち、選考に残った作品を紹介します。

　法人化５０周年を記念して、草加市社会福祉協議会の
イメージキャラクターが誕生しました。
　イメージキャラクター作成にあたり、本会職員、関係者
及び本会が運営する児童クラブの児童たちから作品を募
り、２２４作品の中から次のキャラクターが選ばれました。

草加市 粟田ゆき代さん 作

　草加市を象徴する美しい松並木をモチーフに、社協マークの
入ったおせんべいのポケット。
　大きな瞳と優しい笑顔で、みんなを見守ります。

福祉＝ウェルフェア
『ウェルちゃん』と命名しました。

から

　より多くの方々に、草加市社協の取り組みを知っていただ
き、身近で親しみを感じてもらえるよう、みなさんの地域福
祉活動を応援していきます。
　どうぞよろしくお願いします。



町会・自治会別の社協会費納入実績

� 社協会費納入17,769,991円

瀬崎第一町会 198,000

瀬崎第二町会 164,700

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 136,300

谷塚南町会 257,500

谷塚町北町会 81,500

谷塚西口町会 40,000

谷塚やぎわ町会　 52,000

谷塚かえで町会 100,000

谷塚みどり町会 73,000

谷塚あづま町会 83,000

谷塚町兎町会 223,500

谷塚上町町会 324,500

谷塚仲町町会 207,500

両新田東町町会 162,500

両新田西町町会 185,900

草加市新里町会 307,000

柳島町会 150,000

遊馬町会 444,500

弐丁目町会 30,000

三丁目町会 30,000

四丁目町会 80,000

五丁目町内会 38,500

吉町新和会 37,500

町会・自治会名 納入額

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 91,500

吉町昭和会 30,000

吉町中央会 20,000

吉町西親和会 40,500

吉町平和会 45,000

谷古宇町会 120,500

中央東町会 100,000

手代町会 150,000

手代町中町自治会 102,700

氷川町南町会 601,100

氷川町中央町会 141,000

氷川町西部町会 88,000

氷川草加町会 90,800

草加氷川ハイツ自治会 17,500

西町東部自治会 126,000

西町立野町会 150,000

西町第一町会 248,200

西町第二町会 60,100

草加南町会 250,000

松江第二町会 68,000

草加市稲荷第一町会 177,000

草加市稲荷南町会 150,000

稲荷中央町会 100,000

町会・自治会名 納入額

草加市稲荷６丁目町会 160,000

稲荷１丁目町会 30,000

草加市稲荷親和町会 192,000

ローズタウン草加自治会 57,900

栄町一丁目町会 75,000

栄町二丁目町会 75,000

栄町中央町会 98,000

栄町三丁目町会　 53,000

コスモガーデンズ草加松原自治会 20,000

松原地区社会福祉協議会 268,700

中根町会 373,800

弁天町会 400,000

宮沼自治会 64,600

八幡町会 918,691

松江中央町会 139,000

松江北町会 64,500

新栄町町会 300,000

長栄町町会 270,000

草加ネオポリス自治会 54,000

草加市清門町町会 400,000

新善町町会 372,900

稲荷コーポ自治会 3,000

金明町町会 300,000

旭町町会 323,100

新栄町団地自治会 380,000

町会・自治会名 納入額

上南自治会 84,000

青柳上町会 300,000

青柳根郷町会 50,000

青柳志茂町会 287,000

青柳山谷町会 350,600

青柳出戸町会 361,200

柿木町会 125,000

松原四丁目南町会 30,500

花栗町会 420,000

ダイアパレス草加Ⅱ自治会 30,000

苗塚町会 245,000

草加ハイタウン自治会 10,000

小山町会 200,000

小山台自治会 86,000

北谷町会 160,000

北谷二丁目町会 91,200

北谷三丁目町会 281,000

学園台自治会 40,000

一般 2,000

合　計 15,443,991

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。平成30年度�草加市社会福祉協議会�
会員募集実績報告

平成31年（2019年）3月 15日2 そうか社協だより

　昨年１２月をもって、社会福祉法人として認可されてから５０年が
経過した草加市社会福祉協議会。半世紀にわたって市内で社会福祉事
業を展開することができましたのも、社会福祉協議会の事業活動に賛
同いただき、ご協力いただいたことによるものだと思っております。
　去る２月２１日に、アコスホールにおいて、社会福祉法人化５０周
年記念事業としての社会福祉功労者表彰式を開催しました。
　長年にわたって草加市の福祉を支え、本会の事業活動にご協力いた
だいた皆様の功績を称え、今回は個人・団体・企業を含む２４６人の
方を表彰しました。
　今後も、基本理念として掲げている「だれでもが安心して共に暮ら
せる支え合いのまちづくり」を目指し、草加市における地域福祉の推
進を図ってまいります。

皆様に、事業活動にご協力いただいて50年！

草加市社会福祉功労者表彰式
 ～ 受彰おめでとうございます ～

平成31年2月28日現在（単位：円）



◇６０, ０００円
㈱小山建設
◇３０, ０００円

（医）高山整形外科
藤城　武志
◇１５，０００円
高橋眼科
鈴木　一行
◇１３，０００円
田中　和子
◇１２，０００円
乕溪　文有
◇１０，０００円
ファミリーマート森酒店
田中法律事務所
日科ミクロン㈱福祉のニッカ
谷塚すみれ防災会
かい保育園
佐々木　勲　　　髙橋　靖子　
宝地戸　静江　　石井　久子　
長谷川　伊与子　松森　健蔵　
髙仲　勇　　　　岡野　知恵子
小澤　博　　　　塚田　裕見子
永堀　洋司
◇９，０００円
税理士法人フカサク

（医）虎溪医院
ヘルパーステーションさんぽ
中山　康　　　舩渡　政道
◇８，０００円
渡邉　幸司
◇６，０００円
㈲オカベ工芸
肥田医院
美濃紙業㈱
浅古商事㈲
竹村司法書士・行政書士事務所
丹下　和子　　秋元　芳枝
衞藤　純一　　野村　敏夫
髙橋　和子　　城野　美智子
星野　勇治　　石毛　一海
清田　幸子　　箕輪　昌代
関島　和子　　大村　ふじ子

髙橋　芳夫　　内山　泰宏
石田　幸治　　坂本　豊
天野　ケサ子
◇５，０００円
横山　晃　　　浅古　八郎
内田　佳伯　　白石　隆夫　　
髙津　国生　　白水　政子
◇３，０００円
㈱浅井物流サービス
埼玉りそな銀行草加支店
足立成和信用金庫草加支店
青木信用金庫谷塚支店
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
㈱東武よみうり新聞社
行政書士荻原寿一事務所

（公社）草加市シルバー人材センター
文進堂印刷㈱
㈱グリーン企画社
石田商店
平岡織染㈱
㈱筑波
青柳商店会
草加ダイヤモンド交通㈲
㈱アドバンス
㈲山屋酒店
柴田科学㈱
税理士法人Ｌ＆Ｃアシスト
㈱唐沢製作所
㈱ワイエムエコフューチャー
東京製鎖㈱
㈲鈴木自動車工業所
中央プリント㈱
和楽ヘルパーセンター草加高砂
㈱いけだ屋
訪問看護ステーション　ゆりの木草加
日東皮革㈱　　

（医）埼友会
㈱メディトピア　
武蔵野ファーム㈱
㈱萌え木
介護老人保健施設　翔寿苑
きたえる〜む　草加松原
草加アラ神マジッククラブ

ベネッセスタイルケア㈱
内藤クリニック
高木クリニック
デイサービス　ラスベガス草加
カーサプラチナ草加
メディクス草加クリニック
㈱あいブランチ
特別養護老人ホーム　アートフェリス
まるクリニック
まるくり訪問看護ステーション
かおりKaruna認定こども園
かおりPutra保育園
谷塚おざわ幼稚園
草加松原整形外科医院
㈱宇奥ジャパン
草加なかよし保育園

（医）アンサンブルメディカ
（福）浄縁会
まごころ治療院
松野クリニック
ＴＯＭＯ
愛ケアサービス
青徳幼稚園
居宅介護支援事業所わ〜くわっく草加
デイホーム　わ〜くわっく草加
訪問看護ステーション　そうか
居宅介護支援事業所　ソラスト草加
ＳＯＭＰＯケア　ラヴィーレ草加松原
ルミ幼稚園
西倉小児科医院

（医）正務医院
そうか草花保育園

（一社）わかば会　
㈱めいとケア
せんちゃま保育園
ＬｕＬＬデイサービス草加
あずま幼稚園
㈱アットホーム
ケアステーション　かしの木

（福）草加こだま会
野田　克己　　石井　武　　
齋藤　幸子　　松本　眞彦
平林　正寛　　榎本　武彦　　
荒木　仁　　　吉岡　弘司　　
石鳥　弘　　　宇田川　喜淑　

市川　雅保　　江口　朔治　　
秋山　惠美子　佐々木　一男　
高木　玲宏　　吉田　貞彦　　
嶋根　義正　　中野　文子　　
原口　久雄　　田中　松寿　　
庭野　宇吉　　庭野　満子　　
石川　安五郎　秋元　安紀　　
嶋根　孝子　　南澤　セツ子　
並木　福男　　並木　君子　　
増根　艶子　　竹内　一光　　
伊藤　勝子　　柳原　みき子　
吉田　勝美　　加藤　和之　　
堀越　秀明　　鈴木　勝四郎　
芦澤　静榮　　秋元　秀雄　　
工藤　智行　　工藤　静江　　
森　　重雄　　中山　一子　　
森　　博　　　松崎　道子　　
青柳　勝彦　　大澤　弥壽子　
金子　富一　　鈴木　和子　　
村上　範子　　瀬尾　寛　　　
川添　千代子　加藤　榮子　　
籔花　道男　　難波　博　　　
秋和　秀明　　加納　哲也　　
秋野　実喜彦　橘内　省子　　
粕屋　義郎　　関茂　道子　　
谷本　修　　　岡部　武好　　
深利　勝之　　川井　大輔　　
内田　光子　　小林　幸純　　
小澤　利男　　山田　治夫　　
杉本　久雄　　秋山　由紀子
高橋　知之　　斉藤　和見
平島　弥生　　橋本　吉朋

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
草加シティロータリークラブ
草加地区保護司会
草加地区更生保護女性会
(公社)草加青年会議所

ボランティア草加連絡協議会
草加市すこやかクラブ連合会
特別養護老人ホーム柿木園

（福）埼玉県社会福祉事業団そうか光生園
草加光陽育成会

（福）草加松原会
（福）草加こだま会

特別養護老人ホーム草加キングス・ガーデン
（福）弘林会
（福）光陽会
（福）光陽会（光輪の家）（青空の家）
　　　　　（あしかび）（青柳太陽の家）
　　　　　（榮光の家）（れんげ草）
　　　　　（希望の家）（西れんげ草）
草加市認知症をケアする家族の会
草加市ボーイスカウト連絡協議会

（一社）草加市薬剤師会
草加市民踊同好会
草加市聴覚障害者協会
草加市腎臓病患者友の会

（特非）豊和会　蒲公英の丘
そうか日曜学校

（特非）草加市身体障害者福祉協会
（特非）障害者自立センター・めだか
（特非）松原団地見守りネットワーク
草加市子ども会育成者連絡協議会

（医）大西会　リハビリテーションゆうゆう
（医）大西会　しんえいクリニック
草加市レクリエーション協会
㈱ウイズネット

（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

草加市社協職員一同
賛助会員　24 人

団体会員

草加市民生委員・
児童委員　279人

赤い羽根共同募金・
地域歳末たすけあい募金

ご協力ありがとうございました
赤 い 羽 根 共 同 募 金� 14,196,010円
地域歳末たすけあい募金� 9,233,026円

町会・自治会別の募金実績 平成31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 153,200 30,000
瀬崎第三町会 547,886 30,000
谷塚コリーナ住宅棟自治会 45,000 30,000
谷塚本町町会 97,400 50,000
谷塚南町会 50,000 50,000
谷塚町北町会 66,000 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 53,000 20,000
谷塚かえで町会 50,000 40,000
谷塚みどり町会 29,200 21,900
谷塚あづま町会 44,100 20,000
谷塚町兎町会 50,000 50,000
グリーンアベニュー谷塚団地自治会 20,000 20,000
グリーンアベニュー谷塚団地管理組合 18,747 11,884
谷塚上町町会 297,300 70,000
谷塚仲町町会 207,000 30,000
両新田東町町会 96,600 32,300
両新田西町町会 145,850 40,000
草加スカイハイツ町会 30,000 30,000
草加市新里町会 300,000 314,500
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 351,600 50,000
草加市壱丁目町会 112,889 20,000
弐丁目町会 30,000 30,000
三丁目町会 34,000 20,000
四丁目町会 40,000 30,000
五丁目町内会 35,900 28,700
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 91,100 20,000
吉町昭和会 30,052 30,051

吉町中央会 15,000 15,000
吉町西親和会 15,000 11,000
吉町平和会 15,000 15,000
クレール自治会 11,177 10,949
谷古宇町会 26,000 25,000
中央東町会 100,000 80,000
手代町会 220,200 100,000
手代町中町自治会 80,600 41,800
コンフォール草加自治会 10,000 10,000
氷川町南町会 213,360 206,741
氷川町中央町会 100,000 143,300
氷川町西部町会 30,000 30,000
氷川草加町会 91,700 92,000
西町東部自治会 62,400 91,800
西町立野町会 150,000 30,000
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 64,500 64,500
松江第二町会 30,000 20,000
草加市稲荷第一町会 125,450 35,000
草加市稲荷南町会 72,250 72,000
稲荷中央町会 70,000 30,000
草加市稲荷６丁目町会 78,138 30,000
稲荷１丁目町会 10,000 10,000
草加市稲荷親和町会 38,400 48,300
ローズタウン草加自治会 38,600 19,300
栄町一丁目町会 25,000 20,000
栄町二丁目町会 75,000 75,000
栄町中央町会 114,392 110,054
栄町三丁目町会 42,400 21,000
コスモガーデンズ草加松原自治会 20,000 20,000
草加氷川ハイツ自治会 10,000 −
中根町会 200,000 256,250
弁天町会 322,060 150,000
宮沼自治会 50,500 25,500
八幡町会 200,000 365,820

町会・自治会 共同募金 歳末募金
松江中央町会 80,000 27,000
松江北町会 80,800 51,000
新栄町町会 200,000 100,000
長栄町町会 200,000 100,000
草加ネオポリス自治会 21,600 10,800
草加市清門町町会 200,000 150,000
新善町町会 243,680 231,350
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 384,860 100,000
メイツ草加自治会 34,000 16,000
新栄町団地自治会 110,635 97,780
上南自治会 70,400 67,400
青柳上町会 306,660 80,000
青柳根郷町会 90,650 30,000
青柳志茂町会 206,352 60,000
青柳山谷町会 100,000 50,000
青柳出戸町会 207,950 50,000
柿木町会 125,000 50,000
松原四丁目南町会 18,300 10,000
花栗町会 300,000 100,000
草加ハイタウン自治会 20,000 10,000
苗塚町会 180,000 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 31,600 37,830
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 70,000 42,000
北谷三丁目町会 168,600 175,200
学園台自治会 30,000 15,000
原町町会 200,000 150,000
松原地区社会福祉協議会 161,840 69,360

合　計 10,776,878 5,949,369

町会・自治会 共同募金 歳末募金

平成31年（2019年）3月 15日 3そうか社協だより
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まるごとサポートＳＯＫＡは、生活にお困りの方の相談窓口で、
草加市から委託を受け、本会が事業を実施しています。　あんしんサポートねっとは、日常生活の判断にお困りの

方のための事業です。
　「物忘れがあり、郵便物や手続のことがわからない」「知
的障害があり、お金のおろし方がわからない」といった方
と契約を結び、生活支援員を派遣するサービスです。

そうか成年後見サポートセンター ０４８−９３２−６７８８

（生活困窮者自立相談支援窓口）

草加市高砂１－７－36　N T T 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

○戸別募金（町会・自治会扱い） 10,776,878円
○�大口募金� 2,324,048円

〈民生委員・児童委員扱い〉 2,285,500円
　※民生委員取扱大口募金（30,000円以上）
　　聖典㈱・いきいき眼科クリニック

〈自販機売上〉
　埼玉県信用金庫 10,132円
　草加こだま会 11,154円
　日本電産グローバルサービス㈱ 13,852円

〈埼玉りそな銀行ポイントクラブ〉 3,410円
　７件 

○学校募金（学校・幼稚園・保育園） 576,755円
　小 学 校　14件
　中 学 校　　3件　 
　高　  校　　3件
　幼 稚 園　 14件
　保 育 園　23件
　こども園　　1件
○街頭募金（奉仕団体等扱い） 156,622円
　 ７団体
○職域及び個人・団体（支会扱い） 361,707円
　�42件

○戸別募金（町会・自治会扱い） 5,949,369円
○大口募金（民生委員・児童委員扱い） 2,336,279円
　※民生委員取扱大口募金（30,000円以上）
　　聖典㈱・いきいき眼科クリニック
○街頭募金（奉仕団体等扱い） 721,748円
　13団体
○職域及び個人・団体（支会扱い） 225,630円
　 11件

合計：14,196,010円 合計：9,233,026円

赤い羽根共同募金 地域歳末たすけあい募金
共同募金実績

　放課後児童クラブでは、子どもたちが毎日
「ただいま」と元気に帰ってきて支援員が笑
顔で「おかえり」と出迎えます。支援員は、
どの子も安心して放課後児童クラブに通える
ことを第一に考えながら保育しています。
　クラブには、年齢も発達状況も異なる子ど
もたちが一緒に生活しているので、支援員は
一人ひとりの子どもたちの性格や状況、子ど
もたち同士の関係などを考えながら、主体的
な遊びや生活が送れるよう日々考えながら運
営しています。
　そのため、支援員は、年に数回、子どもの

発達段階に応じた関わり方や遊び、異年齢集
団の生活づくり等を学んでいます。
　長い夏休みに入る前には、支援員は個々の
子どもたちの様子などを共有し、その年の夏
休みの生活を考えます。
　１年生は初めての夏休みとなり、平日の生
活リズムとは違ってくるため、無理なく生活
リズムが作れるよう特に配慮します。そのた
め夏休み前には新人支援員向けに「夏休みの
生活づくり」という研修を行います。
　その他ケガの対応やAED講習の受講など
安全管理の研修も実施しています。

　研修で学んだことは、クラブの中で共有し
ながら、子どもたちのために、日常の保育で
生かされています

あんしんサポートねっと
福祉サービス利用援助事業

どんな相談がありますか？
　「収入が減ってしまった」「生
活費が足りない」「体調不良で
失業してしまった」といった相
談が多くあります。
　お子さんの進路や、引きこも
りなどの相談もあります。

具体的な支援内容は？
・就労支援
・家計へのアドバイス
・お子さんの学習支援
・家賃補助
　が、主な支援内容です。
　地域・社会とのつながりや
社会参加を支援することもあ
ります。

支援の方法は？
　電話・来所相談や訪問も可能で
す。生活のご様子をうかがい、お
困りの状況が長期化しないよう
に、その方に合った計画を立てて
支援します。
　必要な際は、受診や法律相談の
際に同行して、援助しています。

どんな方が相談していま
すか

　４０代・５０代の方の相談が

多く、４割を超えています。“自

分でなんとかしたい”“働けば

生活が改善できる”と抱え込ん

でしまい、問題が大きくなって

から相談される方が多くいらっ

しゃいます。

まるごとサポートSOKA

ま る サ ポ

サービス 生活支援員のお手伝い内容

①福祉サービス利用援助 定期的に訪問し、福祉・介護サービスの利用や、苦情
解決のお手伝いをします。

②日常生活の手続支援 郵便物を確認・整理します。必要があれば、市役所な
どの手続に同行します。

③日常的金銭管理 暮らしに必要なお金の出し入れを支援します。
５０万円までの預金通帳を預かることもできます。

④書類等預かりサービス 社協が借りている貸金庫で定期預金通帳や実印などを
お預かりします。オプションサービスです。

共同募金の配分金を活用し、
本会独自の助成事業を実施しています

子どもたちのための研修を行っています！放課後児童クラブ

子どもたちを思って研修中

職員を募集しています。詳しくは８ページへ

・生活保護を受給している方は、全ての料金が免除されます。

　　通帳を預かって月に１回１時間支援した場合
上表のサービス�①・②・③ 料　　金

基本料 本会が助成
時間利用料
（１時間まで８００円以後３０分ごとに４００円） ８００円

上表のサービス④�上記の料金に追加 料　　金

基本料 本会が助成
月額利用料 5００円

例
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《たぬきのお家》

問合せ　電話　０４８－９３２－６７７０　地域福祉課

　本会で管理している、民家を活用した地域の居場所「さかえーる」
において、放課後に子どもたちが過ごせる居場所として、「たぬき
のお家（うち）」が２月７日（木）から始まりました。
　「たぬきのお家」は、地域の子
どもたちが放課後に集い、読書を
したり、おしゃべりをしたり、地
域の大人に見守られながら楽しく
過ごす場所となっています。
　興味のある方は、一度のぞいて
みませんか。

地域の居場所「さかえーる」で、お祭りもあるよ！
  平成31年3月30日（土）10時から

  当日は演奏会や食べ物出店、子どもワークショップも
あるよ！みんなで来てね！

生活支援
コーディネーターは、
地域で活動したい人を

応援します。

今回は
「たぬきのお家」

立ち上げをお手伝い
しました。

　本年度で本会が法人化５０周年を迎えたことを記念し、２月２１日、アコスホールにおいてコ
ミュニティデザイナーの山崎亮氏を講師に迎え、「自分たちで『まち』をつくる～『まち』を楽し
く使いこなす方法～」をテーマに講演会を開催しました。
　講演では、山崎氏が携わったユニークな住民参加型のプロジェクトや人を集めるワークショッ
プの進め方など、さまざまなエピソードをユーモアを交えながら語ってくださいました。

　例えば、複数人で行う落ち葉掃除という作業は、単に掃除することだけを目的にすると、
作業後には大変だとか辛いとかいった思いが残ってしまう。しかし、集めた落ち葉でアー
ト作品を作れば、それは掃除という作業から創造的な活動に変わり、参加者の思いも楽し
みへと変化する。さらに、完成したアートを写真に撮ってＳＮＳに上げたりすれば、思い
もよらない展開につながるかもしれない。

　このように、発想を転換することで、まちづくりの取り組みを「楽しい・面白い」ものに変えていくこと、また「美味しい・
可愛い・気持ちいい」という感性に訴えるなど、工夫をすることの大切さを学べる講演会となりました。

●新しい発想で面白かった！

●何事も「楽しい」がキーワードだと思いました。

●�講演会で聞いた事を参考に“楽しさ”の視点を忘れずに、
地域でチャレンジしたい

●老いの生活を前向きにしている話が聞けて、楽しかった。

●�未来の子ども達にふるさとを作ってあげたいですね。自
分たちで創る草加市でありたい。

参加者の声

地域の身近な相談相手ですよ。

困ったことや心配ごとなどの相談に応
じて、関係機関などにつなぐ「つなぎ役」
でもあるんですよ。

同じ地域の民生委員と一緒に活動する
から、仲間もできるし、地域でのつな
がりも広がるのよ。

高年者のお宅や心配な親子のお宅へ訪
問したり、一緒に市役所で相談したり
します。

　「自分の視野も広がるし、地域の方に「ありがとう」と言わ
れたり、とってもやりがいのある活動なんですよ。」というこ
とでした。
　「担当の民生委員を紹介してほしい」という方は、次のとこ
ろまで問い合せてくださいね。

小学３年生作

場　所：地域の居場所「さかえーる」　草加市栄町1-1-14
日　時：毎週木曜日14：00 ～夕焼けチャイムまで
参加費：無料
※一緒に活動してくれる方も募集中です。

問合せ　地域福祉課　生活支援担当　電話 048-932-6770

Q1 民生委員・児童委員って何をしているの？

Q2 普段は、どんな活動をしているの？

ウェルちゃんが聞いてみた！

              

法人化50周年記念講演

うちオープンしたよ!

社会福祉法人草加市社会福祉協議会

民生委員・児童委員ってどんな人？「たぬきのお家」
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目の不自由な方の日常生活を
支援するため、点訳ボラン
ティアの育成を図る点訳奉仕
員養成講座を開講します。
【対象者】・市内在住で初めて点字を学ぶ方
　　　　・�講座終了後も点字サークルで活動できる方
　　　　・�パソコンのメールができる方
　　　　　※講座終了後、パソコン点訳に移行します。
【日　時】２０１９年５月８日から８月２１日までの
　　　　��毎週水曜日�午前１０時〜正午
【会　場】草加市文化会館　ほか
【講　師】日本点字図書館　盛田　ゆかり　氏
【受講料】無料
【定　員】２０人（定員になり次第、締切）
【申込み】地域福祉課　ボランティア担当
　　　　��電話　０４８－９３２－６７７２

No.62

 

　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

　発達に心配のある子どもの保護者の方が中心の会です。お茶
会をしながら、進学や療育などの情報交換や、お悩み事の相談、
アドバイスなど、内容はその場で決めてゆるく集まっています。
不定期で、お子さんと一緒に楽しめるイベントや講師を招いて
の勉強会なども企画していま
す。メンバーは自由参加で、毎
月５〜１０名程度で活動して
います。お子さん連れも歓迎。
気楽に楽しく、最後に笑って帰
れるような会です。お話を聞く
だけでも大歓迎。同じ悩みを抱
える親同士だからこそ、わかり
合えることがあると思います。
どうぞお気軽にご参加、お問合
せください。
参加費100円（お茶菓子代）。
facebook�https://www.facebook.com/sokahimawari/

点訳奉仕員養成講座を開催

親の会「ひまわり」
●代表　千

ち
葉
ば

　愛
あ

祈
き

　●活動場所　草加市文化会館
●活動日時　毎月第４水曜日　午前１０時～１２時

　平成25年1月から始めて、今は30人ほどで賑やかに麻雀交流を
しています。参加者は年配者を中心に市内各地から集まるので、
普段交流できない方とも知り合えます。女性も多く、男女半々
で楽しんでいます。牌を握ったことがない初心者の方も大歓迎
です。麻雀はツキが関
係するので、ベテラン
も初心者も楽しめるゲ
ームです。老若男女、
だれでも見よう見まね
でできますし、車いす
でも大丈夫です。最近
では、麻雀は脳の活性
化にもなると言われて
います。参加費５００
円。興味のある方、い
らっしゃいましたら是
非一度気軽に見学、体
験に来てください。お
待ちしています。
　　

健康麻雀・我
が

楽
ら く

多
た

会
●代表　中

なか
村
むら

　義
よし

弘
ひろ

　●活動場所　中央公民館 ほか
●活動日時　毎月第１・３水曜日　午前９時～午後３時

春は点字の季節

平成31年度ボランティア保険 加入受付け中！
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、ボランティア活動を行う際には、
ボランティア保険への加入をお勧めします。

詳しくは、ボランティアセンターまでお問い合わせください。

保険有効期間：２０１９年４月１日～２０２０年３月３１日
（新規・継続ともに２０１９年３月３１日までに加入したとき。）

※１���２０１９年４月１日以降に加入したときは、加入日から２０２０年３月３１日となります。
※２��団体で加入の際は、会員名簿をお持ちください。

新規加入
・

更新はお早めに

左記、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。

タイトル 作者名
結婚の地平 本間　美江

「暮らしの手帖」とわたし 大橋　鎭子
女、五十歳　さあ、これから 澁澤　幸子
さくら、さくら おとなが恋して 林　真理子
スティル・ライフ 池澤　夏樹

点字図書の
お知らせ

～草加点字サークル～
新しい点字図書ができました。

『おしゃべりボランティア』を派遣しています 

申込み　草加市長寿支援課　電話 048-922-1281

おしゃべりボランティアの利用登録先が変わります。
　４月１日から、おしゃべりボランティアの利用登録は本会が行います。
　それに伴い、草加市長寿支援課での利用登録は３月３１日までとなりますので、
お間違えのないようにお願いします。

大切なお知らせ
　誰かと会話をしたくても、さまざまな理由で叶わない方へ『おしゃべりボランテ
ィア』として支援員を派遣しています。

　利用を希望される方は、次のところへお申し込みください。なお、利用の際は、
登録が必要になります。

対象者：�60歳以上の一人暮らし高年者（日中独居を含む）又は高年者夫婦のみの世
帯で認知症状がなく、自立している方。

『おしゃべりボランティア』を派遣しています 

今日はクリスマス会。楽しいね！

早くアガるか、高い役を狙うか。

草加市社会福祉協議会地域福祉課
電話�０４８－９３２－６７７０４月１日から

全１１回
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　平成３０年１１月～１２月において、本会の居宅介護支援事業所及び訪問介護事業所の利用
者様に満足度調査を実施しました。
　職員一同、お褒めの言葉を多数いただきうれしく思うと同時に、「要望に応えることができて
いるだろうか」「もっと良いアドバイスができたのではないか」などと考えるところもありました。
　この調査を活かし、今後も利用者様の笑顔がたくさん見られ、質の高いサービスが提供でき
るよう、自己研鑚してまいります。

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

居宅介護支援事業所満足度調査集計結果
（回答数101件／配布数150件　回答率67.3％） （単位：件）

訪問介護事業所利用者満足度調査集計結果
（回答数115件／配布数130件　回答率88.4％）  （単位：件）

（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　�契約にあたり担当者からの説明は分
かりやすかったですか？ 98 0 3 0 101

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？ 96 1 4 0 101

３　�介護サービス計画に満足していますか？ 95 0 5 1 101
４　�相談・苦情などの対応に満足していますか？ 95 2 4 0 101

（１）訪問介護事業所について はい まあまあ やや
いいえ いいえ 無効

回答 合計

１　�サービス内容や契約等についての説明は分かり
やすかったですか？ 80 29 4 1 1 115

２　�提供しているサービスは、十分な話し合いのも
とに行われていますか？ 88 25 0 0 2 115

３　�提供しているサービスに満足していますか？ 83 26 4 0 2 115
４　相談・苦情などの対応に満足していますか？ 74 34 5 0 2 115

（２）サービス提供責任者及びヘルパーについて はい まあまあ やや
いいえ いいえ 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？ 90 20 1 0 4 115

２　�ヘルパーの定期的な訪問は予定どおりですか？ 95 18 1 0 1 115
３　�ヘルパーが交代したとき、引継ぎができている
と思いますか？ 86 19 4 0 6 115

４　�言葉づかい・服装・態度について満足されていますか？ 92 21 1 0 1 115
５　相談しやすい雰囲気ですか？ 94 20 0 0 1 115

その他の意見
●こまかい事でも、一応確認して！
●短い時間内で、きちんとお仕事をしてくださるので、感謝しております。
● ヘルパーさん個人は相談しやすい方のようだが、時間が限られているため相談するヒマはない。

また、ヘルパーさん及びケアマネは説明したつもりでも、本人は全く理解できていないことが
多い。何度も確認して、「どう理解」しているのかを確認していただけると、ありがたい。

● 掃除機を掛けたときに、片手でも移動できるものは動かして掃除してくださったらうれしいです。
時間が限られているので、難しいかもしれませんが。

● 全体にわたり、来てくださる方みなさん、心優しく良くしてくださいます。大変満足しています。
いつもありがたく存じています。

その他の意見
● 毎月訪問していただき、こちらの状況報告を聞いていただけるだけで安心い

たします。
● 具体的な不満があるわけではない反面、親しみやすく、何かにつけて満足し

ているわけでもない。何かあるとき、すぐに相談してみようとも思いつかな
い。事務的で距離がある感じはある。

● 多々不安がありますが、その都度対話して解決してくださり、とても感謝し
ております。と同時に、心強いです。今後とも、よろしくお願いします。

● 何かにつけ、事細やかに連絡をくれます。デイサービス、ケア共に連絡を密
にしていただいております。

社会福祉法人
草加市社会福祉協議会
介護福祉士　青木　佳樹

（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？ 97 2 2 0 101

２　定期的な訪問は予定どおりですか？ 101 0 0 0 101
３　担当者との連絡は取れますか？ 100 0 0 1 101
４　�言葉づかい・服装・態度について満
足されていますか？ 97 1 2 1 101

５　相談しやすい雰囲気ですか？ 96 0 3 2 101

訪問介護職員紹介「運転歴が長いから私は大丈夫」は大変危険
高年者の自動車事故が増えています。
　高年者が運転する自動車が店舗や歩道に突入したり、走行車線を
逆走したりするというニュースを見聞きするようになりました。
　埼玉県内では10年前と比較して、70歳以上の自動車事故が
約３割増えています。（平成19年2,403件⇨平成29年3,169件）

�

本会の訪問介護事業所で活躍している
若手職員を紹介します。

高齢者自動車事故の
主な要因

視力の低下

聴力の低下

判断能力
の低下

操作能力
の低下

□車のキーや免許証などを探し回ることが増えた。

□ウインカーを出し忘れることが増えた。

□�何度も行っている場所への道順がすぐに思い出
せないことが増えた。

□車庫入れで壁などに車体をこすることが増えた。

□�駐車場所のライン等に合わせて止めることが難
しくなった。

□�急発進、急ブレーキなど、運転が荒くなった。
　（と言われるようになった）

□�車の汚れが気にならず、あまり洗車をしなくなった。

□洗車道具などをきれいに整理しなくなった。

□好きだったドライブに行く回数が減った。

□同乗者と会話しながらの運転がしづらくなった。

運転危険度チェック表

３つ以上当てはまったら、要注意！
高齢者運転講習などを検討しましょう

（埼玉県配布チラシから抜粋）

　大学生の時に祖母が自宅で転倒して、大腿骨を
骨折してしまいました。苦しんでいる祖母を前に、
励ますことしかできない自分に苛立ちを感じまし
た。その時から、「高年者の役に立つ仕事がしたい」
と思うようになり、介護職を志望しました。

介護の仕事に就いたきっかけを教え
てください。Ｑ１

　大変だなと感じたのは、自分の気持ちをうまく
言葉で表現できず、利用者の方を不快にさせてし
まったり、誤解させてしまったりしたことです。
それでも、利用者の方から「ありがとう」の一言
が一番うれしくて、仕事の原動力になっています。

仕事でうれしかったこと、大変だっ
たことを教えてください。Ｑ２

　訪問介護は、やりがいと充実感に溢れる仕事で
す。人と話すことが好きな方、お世話をすること
が好きな方はぴったりだと思います。みなさんと
働けることを楽しみにしています。

これから介護の仕事に就こうとして
いる人にメッセージをお願いします。Ｑ３

　当事業所では、１４人の常勤職員と５１人の登
録訪問介護員が、「利用者様の笑顔を大切に！」
をモットーにして活躍しています。
　８ページに訪問介護員募集を掲載しています。
一緒に働きましょう。
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氏名・名称 寄付金額
明治神宮崇敬会　草加支部 5,200 
鈴木　実 53,320 
草加地区更生保護女性会 20,000 

草加西部地区社会福祉協議会 
グﾗｳﾝドゴﾙﾌ大会ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝ募金

10,900 

古川　俊介 5,282 
詩吟神風流　草加連合 30,000 
草加市明るい社会づくり運動協議会 203,849 
埼玉東部ヤクﾙト販売株式会社 85,545 
旭町団地自治会 8,635 
谷塚中部婦人会 10,000 
小見寺　孝子 10,000 
高野工務店様宅　観音様賽銭 31,027 
三若会 20,000 
税理士法人ﾌカサク 16,121 
株式会社小山建設 40,000 
鳥長 6,247 
公益財団法人草加市体育協会 5,185 
草加落語会 15,600 
林　眞喜雄 10,213 
新栄町団地自治会　チャリティｰもちつき大会 69,288 
泉蔵院　除夜の鐘チャリティｰ募金 70,145 
庭野　宇吉 50,050 
日本基督教団　草加教会 5,000 
草加・八潮遊技業組合 250,000 
家庭保育室連絡会 40,130 
カトリック草加教会 20,000 
橋本　昌明 10,000
ハクビ秋元総合学院 30,000
ｲトｰヨｰカドｰ労働組合　新田支部 15,393
匿名 　 1件 10,000

合　　　　　計 1,157,130

氏名・名称 寄付物品
森田　功 車いす 1 台
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
平成30年11月21日～平成31年３月５日

手 話

訳通 だより

SIGN LANGUAGE
INTERPRETER

「２０１９年度手話講座のお知らせ」

【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

【手話奉仕員養成講座 「基礎」　全３０回】
入門講座を受講された方、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。

〔日　程〕�2019年５月17日から12月13日までの
毎週金曜日

〔時　間〕�午後７時15分から９時15分まで
〔会　場〕草加市文化会館　ほか
〔定　員〕30人（応募多数の場合は抽選）
〔受講料〕3,240円（テキスト代）
〔申込期間〕４月５日（金）〜１８日（木）必着
　　　　 ※期間外のお申込みはできません。

申込方法
往復はがきに「住所・氏名・年齢・電話番号・
希望講座名・受講動機」を書いて、申込期間
内に本会へお申し込みください。
なお、保育(未就学児)を希望される方は、はが
きに明記してください。

※ 手話を初めて学ぶ方を対象とする手話奉仕員養成講座「入門」は９月から開講予定です。詳細は、次号
に掲載します。

　「手話」は、聴覚障がい者の生活の中から生まれた言葉です。そのため、講座は「手話」
を学ぶだけではなく、聴覚障がい者の生活や聴覚障がいの特性、福祉制度も学ぶことを目
的としています。手話での会話をレベルアップさせたい方はぜひお申込みください。

社協の各種相談案内
（祝日・休日を除く。相談は無料です。）

年　齢　�１８歳から４９歳まで 
（高卒以上）

基本給　�高　卒　160,590 円　
短大卒　172,462 円　
大　学　189,952 円

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
準による昇給あり

❶正職員（介護福祉士）
資　格　�介護福祉士又は訪問介

護員２級以上若しくは
介護職員初任者研修課
程を修了した方

年　齢　６５歳まで（高卒以上）
日　給　９，８００円～
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
準による昇給あり

❷嘱託職員
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

年　齢　６５歳まで（高卒以上）
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～ 
　　　　（ 処遇改善手当、夜間・

早朝・休日割増あり）
その他　 法人の基準による昇給

あり

❸登録訪問介護員

【申込み・問合せ】介護課介護サービス担当　電話 ０４８－９３２－６７７７

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

基本給　１７万円　職務手当　１万円　対象　４５歳くらいまで　勤務地　草加市内の児童クラブ
時　間　４週８休（シフト勤務）
　　　　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

❶嘱託放課後児童支援員

職員募集
放課後児童クラブ

時　給　920 円（上限あり）　勤務地　草加市内の児童クラブ

時　間　①常勤パート（週５日）：５５歳くらいまで　＊社会保険、雇用保険、労災保険完備対象
　　　　　平日　午前１０時～午後６時／午前１１時～午後７時（シフトによる）
　　　　　土曜日・学校長期休み　午前８時～午後４時／午前１０時～午後６時（または午後７時）

②午後パート（週３～５日）対象：64歳まで　＊雇用保険加入（週５日勤務の方のみ）
　平日　午後 2時～午後 6時（または午後 7時）※土曜日勤務月数回あり
　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）

❷臨時放課後児童支援員

問合せ先　児童健全育成課（氷川町事務所）　☎048−924−8722

＊社会保険、雇用保険、労災保険完備

～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。

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

●ふれあい福祉相談（電話・来所）
毎週　金曜日 午前10時〜午後３時
電話　048－932－6789（金曜日のみ）
●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

草加市社会福祉協議会事務局内 ふれあい福祉相談コーナー　☎０４８–９３２–６７８９（金曜日のみ）  草加市松江一丁目１番32号

相談日　　毎週１回　金曜日（祝日は休み）
　　　　　来所・電話
時　間　　午前１０時～午後３時
費　用　　無　料

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。

まずは、相談。あなたと一緒に考えます。
生きる元気がわいてくる、ふれあい福祉
相談所をご利用ください。


