
お茶をしながらおしゃべりを楽しめます子どもが遊べるスペースも！お立ち寄りください♪

申込み・問合せ：総務課　電話 048－932－6770

～皆様の協力が福祉活動のちからに～

会費の種別・会費

　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。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。

令和元年度 社会福祉協議会 会員募集

会員の種類 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
する個人、企業

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

稲荷コミュニティセンター
集会室
毎月 第２・第４水曜日
午前11時～午後3時
100円

　稲荷地区では、平成30年度に第２層協議体（※）として、「チームIMA」を立ち上げました。
「チームIMA」の中で、居場所づくりの話し合いを重ね、「稲荷地区に、誰でもが、ふらっ
と寄ることが出来る“場”を作ろう」「稲荷コミュニティセンターを地域のみんなに開放
しよう」という想いから、ふれあいサロン「IMAいなり」を始動することになりました。
　そして、令和元年５月８日にふれあいサロン「IMAいなり」は、地域のみんなのリビン
グルーム（居間）として、稲荷コミュニティセンターにオープンしました。決まりきった
プログラムは、ありません。誰が来ても、いつ来ても、いつ出て行ってもいい。自由気ま
まなサロンです。ぜひ、お立ち寄りください。

お茶をしながら、
おしゃべり・読書・手芸・将棋・麻雀など、
「思い思いに過ごす」 ことが出来ます。

小さい子どもたちが
 「遊べるスペース」 もあります。
仲間づくりも出来ます♪

出入り自由！

特殊詐欺に
ご注意！

　草加市では、まだまだ特殊詐欺
が横行しています。
　怪しい電話やはがきなどは、無
視しましょう。
　不安なときは警察に相談を。

048-943-0110

第２層協議体「チームIMA」オープンに向けて、話し合いを重ねました！
※話し合いの内容に応じて、メンバーは変わります

場　所

日　時

参加費

IMAいなり
ふれあいサロン
　 い 　 ま 　

令和元年５月８日にオープンしました！

子どもからお年寄りまで、誰でも大歓迎！

地域
福祉活

動推進のために

児童
福祉推進のために

ボラ
ンティ

ア育成のために

高年
者、障

がい者、児童・青少年のために

こんな活動に活用しています

草加警察署

　自分たちが住む地域のことを自分たちが中心
となって話し合う場のことです。話し合いの場
には、生活支援コーディネーターが配置され、
地域の方と一緒に、支え合いの仕組みづくりに
ついて取り組んでいきます。
　協議体は、草加市全体のことを話し合う「第1
層協議体」と、地区単位のことを話し合う「第
２層協議体」の２種類があります。平成30年度
に、松原地区・稲荷地区に「第２層協議体」が
設置されました。それ以外の地区も順次協議体
を設置していきます。

※協議体って、どういう意味？

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

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 令和元年６月15日発行

No.159
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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令和元年度
基本
方針

令和元年度 収支予算

近年の社会状況

重点事業 （「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」を目指して）

～時代に求められる
地域づくりを

目指して～

　地域・関係機関のネットワーク化を通じて、市内に埋もれ
ている「日常生活を送るうえでの困りごと」を掘り起こす「課
題発見」機能を強化し、課題解決に繋げられるように努めます。
（※Ｐ6の記事も併せてご覧ください）

　「我が事・丸ごと」地域共生社会の実現を目指し、市内各地
区ごとに「支え合いのまちづくり」を推進する生活支援コー
ディネーター、住民や関係機関による体制強化を努めます。

　市内の社会福祉法人で組織されたネットワークに参画し、
協働体制の中で取り組む公益活動の創出に努めます。
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（単位：千円） （単位：千円）

番号 名　称 予算額 比　率

① 会費 18,750 1.9%

② 寄付金 2,930 0.3%

③ 経常経費補助金 93,991 9.6%

④ 受託金 687,100 70.2%

⑤ 貸付事業 6,997 0.7%

⑥ 事業収入 4,006 0.4%

⑦ 介護保険事業 108,906 11.1%

⑧ 障害福祉サービス等
事業 53,491 5.5%

⑨ 受取利息配当金 86 0.0%

⑩ その他 3,307 0.3%

合　　　　計 979,564 100%

番号 名　　称 予算額 比　率

① 法人運営事業 98,277 10.0%

② 企画・広報・調査・研究・
助成事業 9,235 0.9%

③ 小地域福祉ネットワーク
活動事業 64,740 6.6%

④ ボランティアセンター事業 4,568 0.5%

⑤ 障害福祉サービス事業 46,988 4.8%

⑥ ふれあい福祉相談所事業 447 0.1%

⑦ 生活つなぎ資金貸付事業 8,017 0.8%

⑧ 手話通訳事業 21,244 2.2%

⑨ 点字・声のお知らせ事業 734 0.1%

⑩ 講習会開催事業 2,116 0.2%

⑪ 指定訪問介護事業 53,055 5.4%

⑫ 福祉サービス利用援助事業 5,998 0.6%

⑬ 交通遺児基金運営事業 62 0.0%

⑭ ふれあい福祉基金運営事業 0 0.0%

⑮ 成年後見事業 19,675 2.0%

⑯ 生活支援体制整備事業 24,885 2.5%

⑰ 放課後児童健全育成事業 558,520 56.8%

⑱ 地域包括支援センター事業 35,354 3.6%

⑲ 指定居宅介護支援事業 28,729 2.9%

合　　　　計 982,644 100%

　基本理念である「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」を目指して、
事業活動を展開してまいります。

※表、円グラフが示している額は、事業活動による収支予算のみの金額のため、収支に差額が生じています。

①コミュニティソーシャルワークの機能強化 ②支え合いのまちづくりに向けた体制強化

③社会福祉法人のネットワークを生かした公益的活動の推進

労働人口の減少 少子高齢化 ご近所付き合いの
希薄化

頻発する自然災害



令和元年6月 15日 3そうか社協だより

「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

　おしゃべりや、囲碁・将棋・麻雀、
手芸などをして、楽しく過ごすこ
とが出来ます。月１回、ハンドマ
ッサージやネイル体験が出来ます。

　さかえーる開放デー。管理人が
駐在しています。決まったプログ
ラムはありません。思い思いに過
ごすことが出来ます。

　おしゃべりを楽しむ「ふれあい
喫茶」を開いています。手芸品の
ミニバザーコーナーもあり、収益
は寄附しています。

　健康相談・脳トレ・スマホの使い
方講座など午前、午後の部とで週替
わりで行っています。健康や介護の
相談なども一緒に分かち合います。

　地域の子どもたちが、放課後に
楽しく集える場です。スタッフに
見守られながら、おしゃべりや読
書、オセロなどをして過ごします。

　就労支援事業所キャリカによる創作
カフェ。季節の雑貨を作りながら、コ
ーヒーやお茶、お菓子をいただくこと
が出来ます。（カフェのみの利用も可）

　認知症の啓発を目的とした自主グ
ループです。勉強会や映画の上映会、
講座などを開催していきます。

　さかえーるの庭園や施設
の保全活動を行っています。
庭園内にある庭樹の剪定作
業をはじめ、高いところの
枝切りや草刈などを行って
います。

　親の会「ひまわり」は発達
に心配のある子をもつ親の
会です。運営委員会にメン
バーとして参加しています。

※「おしゃべり倶楽部」「野ばら会」「陽だまり」は通所型サービスBとして活動しています。
　子どもから高年者まで、どなたでも参加できます。

　さかえーるでどんな活動
があったらいいか、地域で
の課題を解決できる場づく
りの検討を運営委員会で話
し合っています。

利用時間：午前10時～午後３時 利用時間：午前10時～午後３時 利用時間：午前10時～午後３時 利用時間：午前10時～午後３時

利用時間：午後２時～夕焼けチャイム

利用時間：午前10時～正午

利用時間：午後６時半～午後８時

おしゃべり倶楽部 ルーエさかえ 野ばら会 みんなの保健室  陽だまり

たぬきのお家

キャリカ創作カフェ

草加 柿とロバの会

NPO法人　うるおい工房村 親の会　「ひまわり」 運営委員会

認知症サポーター 第１･３金曜

「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、すこやかクラブ（老人クラブ）、社会福祉法人、NPO、民間企業など地域
の多様な団体が連携を図り、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。
　生活支援コーディネーターが地域に出向き、地域の方 と々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

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

　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。）

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。

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！

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）

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

　松原地区では、地域の課題を抽
出し、解決を目指し話し合いをす
る場として、平成31年１月に第２
層協議体を発足しました。
　これまで、各参加団体の活動内容
の共有や、目指す地域の理想像につ
いて話し合いを行ってきました。
　「ザ☆松原マン～あなたも私も地
域のヒーロー～」とは、私たち松

原地区第２層協議体が目指す、地域の理想像です。
　松原団地の建替事業などで変わりゆく松原のまちが、さまざまな世代
の住民が垣根なく交流し、住民一人ひとりが、地域でいきいきと活躍し

ていけるまちになってほしいという願いを込めています。
　これからも、松原地区の支え合いの地域づくりのために、活動してい
きます。

※松原地区第２層協議体には、松原地区社会福祉協議会、草加松原団地
自治会、松原地区民生委員・児童委員協議会、特定非営利法人松原団
地見守りネットワーク、日本総合住生活株式会社、草加市社会福祉協
議会、松原・草加東部地域包括支援センターが参加しています。
※「第２層協議体」については、P１の説明を参照してください。

ザ★松原マン
～あなたも私も地域のヒーロー～

松原地区

第２層協
議体発足

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

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



金婚、おめでとうございます。

みんなで楽しく競技中！
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　結婚50年という人生の節目の年
に、ささやかですが、楽しいひと
時をお過ごしください。
　出席を希望する方
は、本会へお申し込
みください。

　草加市すこやかクラブ連合
会と共催で「ふれあい高年者
運動会」を開催します。
　概ね60歳以上の市民の方
であれば、どなたでも参加で
きます。
　草加市すこやかクラブ連合
会の会員以外で参加希望の方
は、本会までお申し込みくだ
さい。

ご結婚５０年
金婚おめでとうございます ふれあい高年者運動会に

参加しませんか

～楽しく健康づくり～祝

開 催 日　 ６月29日（土）
午前10時開会予定（午前９時３０分受付開始予定）

会　　場　 スポーツ健康都市記念体育館　２階メインアリーナ

参 加 費　 無料（当日は、運動のできる服装、上履き、昼食をご用意ください。）

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

地区社会福祉協議会は市内を12の地区に分け、地域住民同士の見守り、
親睦交流、助け合いを中心とした活動をしている住民主体の団体です。

　平成31年３月31日（日）、住民同士の親睦を深め、いざという時の助け合いができる関係づく
りを目指すため、地域ふれあい事業を氷川コミュニティセンターで行いました。会場には、バ
ザーや地場産野菜販売、東北復興支援物品販売、高年者・障害者疑似体験、お餅の配布、スポ
ーツ吹き矢、輪投げ、ジェンガ等のコーナーが設けられ、多くの住民の方が参加し、楽しいひ
と時を過ごしていました。

※草加西部地区社会福祉協議会は市の中央西部に位置
しており、氷川町、西町、草加等を区域としています。

～草加西部地区社会福祉協議会の
地域ふれあい事業～

あなたの近くの地区社協

氷川町

草加

西町

開 催 日　10月16日（水）

会　　場　 アコスホール（アコス南館７階）

内　　容　 アトラクション・記念写真撮影など

対 象 者　  昭和44年に結婚した夫婦

申込期間　 ６月17日（月）～8月13日（火）（土・日・祝日を除く。）

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

～金婚式を開催～

来場
ありがとう
ございました！

いろいろ遊べて楽しいね！ 掘出物見つけた！ 東北の名産品がいっぱい！

第39回 夏休み親子のつどい
シャボン玉魔術師ミケーレ・カファッジ　シャボン玉コンサート／あそび体験ひろば

日　　　　　程 １. シャボン玉コンサート
 　  午前10時30分開場・午前11時開演　定員400人
 　  ※大人・子どもともに入場券が必要です。
 ２. あそび体験ひろば　午後０時30分～午後３時
 　  ※大人・子どもともに無料、入場券は不要です。
 　 　ともに小学３年生以下は、大人同伴
会　　　　　場 中央公民館ホール（コンサート）・体育室（あそび体験ひろば）
コンサート料金　大人500円・子ども（18歳未満）無料（全席自由）
　　　　　　　　６月24日（月）から次の所で販売
前売券の販売所　 ①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
②子ども広場草加おやこ劇場（日・祝日を除く）
　平日 午前10時～午後４時　　土曜 午前10時～正午

問 い 合 わ せ　草加市社会福祉協議会　　　　電話 048－932－6770
 　　子ども広場草加おやこ劇場　　電話 048－936－1771

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
※この事業は、赤い羽根共同募金配分金を活用しています。

7月30
日（火）

開催！！



きっと新しい自分に出会えます。

みんなで歌い、盛り上がろう！
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申込み・問合せ　ボランティアセンター（草加市社会福祉協議会内）電話 048－932－6772

No.63

この夏、

始める
ボランティア

●いずれも申込みは、６月17日（月）から　●申込先は下記ボランティアセンター　なお、定員になり次第締め切らせていただきます。

福祉まつりin草加

　今年も11月17日（日）
に開催される、「第26回
福祉まつりin草加」の協賛・
参加団体、企業を募集し
ています。
　希望される団体等は、
ボランティアセンターまで
ご連絡ください。

チョボラ隊 同時募集！
　活動内容は、模擬店や福祉体験等の運営補助です。
　希望者は、ボランティアセンターまでご連絡ください。
※中学生・高校生・大学生大歓迎！

第26回

協賛・参加団体、企業募集

同時募集！
　活動内容は、模擬店や福祉体験等の運営補助です。
　希望者は、ボランティアセンターまでご連絡ください。

～新しい自分に出会
うため～

❶夏休みボランティア体験
　夏休み中の学生の皆さんを対象に、地域の福祉施設や保
育園等でボランティア活動する際の情報提供や、紹介を行
っています。

❸ ｢点字・手話親子体験｣
点字・手話を覚えるのって難しい
でも、体験してみたら、そんな不安も吹き飛びます。
夏休みの機会に親子で点字・手話を学びませんか。
○日　　時　８月４日（日）午前10時～正午まで(点字体験)
　　　　　　８月11日（日）午前10時～正午まで(手話体験)
○会　　場　草加市社会福祉協議会会議室
○対 象 者　小学生及びその保護者
　　　　　　定員各10組
○持 ち 物　筆記用具・飲み物等

❷やってみよう　楽しいクッキング体験
　視覚障がいについても学べるよ！
　目の不自由な方たちとコミュニケーションを図りながら、
調理実習を行います。
○日　　時　８月10日（土）　午前９時３０分～正午
○会　　場　草加市文化会館　実習室
○対 象 者　小学４年生以上
○定　　員　12人　※定員になり次第、締切り
○講　　師　草加市食生活改善推進員協議会
　　　　　　風

かざ
間
ま
加
か
津
つ
子
こ
 氏

○食 材 費　500円
○内　　容　ライスピザ、りんごパイなどの調理
○協　　力　虹の会（視覚障がい者団体）
○持 ち 物　エプロン、三角巾、マスク、フキン2枚

夏休み期間中に、ボランティア体験してみませ
んか？
やってみたい！という気持ちがあれば大丈夫。
始めてみたら、きっと素敵な経験になります。

きっと見つかる
自分にできる
ボランティア

　本会では小学生を対象に、障がいの
特性や支援方法などに理解を深め、思
いやりの心を育むための福祉体験学習
（高年者、疑似体験、車いす体験、アイ
マスク体験等）を推進しています。
　当該学習の支援者として、子どもた
ちの学びや育ちを地域で支えていた
だく【福祉体験学習サポーター養成講
座】を次のとおり開催します。
　男性の参加者も大歓迎、ぜひご参加ください。

❶日　時　７月24日(水) 午前10時～午後３時まで（予定）
 （正午から午後１時までは、昼食休憩）
 ※なお、後日、現場実習体験を行います。
❷会　場　草加市文化会館　実習室
❸講　師　彩の国福祉教育・ボランティア学習推進委員ネットワーク
 あったかウエルねっと
❹内　容　福祉体験学習の実施に当たり、【福祉体験学習サポーター】

として必要な知識・技術を身に付ける講座を行います。
❺持ち物　筆記用具、飲み物

福祉体験学習サポーター養成講座を開催

親子で楽しく学べます。

あなたも学習サポーターになりませんか。



どんなことでも
お気軽にご相談ください！

ＣＳＷです！

　平成30年度に草加市から委託を受け、本会に配置されました。
　地域の【困りごと】に対し、「相談」「情報提供」「支援機関へ
の橋渡し」などを行い、解決に向けて一緒に考えていきます。

どこに

相談したら
いいか

わからない
話だけでもきいてもらいたい…

ＣＳＷです！！！！！！！
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。

問合せ先　コミュニティソーシャルワーク担当

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。

こんにち
は！
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　成年後見制度は、判断能力が不十分な方を支援する制度です。聞
いたことはあるけれど、実際にどのような制度なのか分からないと
いった声も多く聞かれます。
　当日は制度の疑問にお答えします。親族で後見人をされている方
や福祉関係者の方も、ぜひご参加ください！

そうか成年後見サポートセンター
電話 ０４８－９３２－６７８８
つながりにくい場合は、048-932-6770（代表）でも受付

そこが知りたい！後見人！

まるごとサポートＳＯＫＡ

ひとりで抱えこまずに、まずはご相談ください！

★相談は無料で、秘密も守ります。どうぞお気軽にご相談ください！

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
E-mail：jiritu-pc1@kuc.biglobe.ne.jp

まるごとサポートSOKA

ま る サ ポ
草加市から

生活にお困りの方の
自立相談支援を
受託している
窓口です

（生活困窮者自立相談支援窓口）

働きたいけれど仕事が見つからない
ジョブスポット草加（ハローワ

ーク）と連携し、個々の状況に応
じた就労支援を行います

子どもの勉強が心配だ
学習教室の開催や家庭訪問等に

より進学に向けた支援や学校の勉
強の復習等を行います

失業中で家賃の支払いに困っている
就労支援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）

こんな悩みは
ありませんか？

　４月。新学期を迎え、かわいい１年生たちが児童クラブに入室してきま
した。１年生は新生活が始まり、心の中は期待と不安が入り混じっていま

す。その不安を少しでも取り除
こうと、支援員や在室の子ども
たちは、３月から歓迎の準備を
してきました。
　瀬崎児童クラブでは、４月３
日に「１年生を迎える会」を開き、
19人の１年生を歓迎しました。
　２、３年生が歌う歓迎の歌「に
じ」は、声が揃った素敵なハー

モニーとなり、聴いていた１年生からは大きな拍手が送られました。
　その後、大きな絵本の読み聞かせや緊張しながらの自己紹介もあり、と
ても楽しい歓迎会になりました。
　毎日生活する中で、はじめは緊張してい
た１年生もお兄さん・お姉さんとの仲が縮
まっていきます。また２、３年生も、寂し
くなって泣いてしまう子の手をつないで
児童クラブまで帰ってくれたり、おやつの
順番を譲ってあげたりするなど、１年生が
入ってくることで少しずつお兄さん・お姉
さんになっていきます。
　ときには喧嘩をすることもありますが、
その時は支援員がお互いの言いたいこと
を聞き取り、子どもたちに伝えるお手伝い
をしています。 お兄ちゃんがやるけん玉に興味津々歓迎の歌のプレゼント

放課後児童クラブに
ようこそ1年生

成年後見講習会

日　時　7月25日（木）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。
会　場　草加市文化会館レセプションルーム
費　用　 無料
定　員　 80人（先着順）電話でお申込みください。

講師  弁護士 小
こ

松
ま つ

﨑
ざ き

文
ふ み

貴
た か

氏
　本会の成年後見事業運営委員会において、委員長を
務める。司法の立場から高年者や障がい者の福祉の増
進に尽力し、自らも後見人としても活躍している。
　後見人としてのエピソードにユーモアを交えた話し
方で、参加者から親しみやすいと好評を得ている。

何でも
やって
くれる人？

親族が
やらなきゃ
いけないの？

どんな時に
お願い
するの？

お金が
かかるんで
しょ？

いけないの？

するの？ しょ？

たとえば…



ＣＳＷです！ＣＳＷです！
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地域包括支援センターとは

認知症サポーター養成講座を開催中！

一人で抱えこまず、気軽に相談してください。

　高年者のみなさんが、住み慣れた地域で自分らしく生活を続けられるように、
保健・介護・福祉・医療などを総合的に支援する窓口として設置されています。
　保健師等、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの資格を持った職員が配置
されており、それぞれの専門性を活かし、高年者のさまざまな相談に応じてい
ます。

　地域包括支援センターでは、認知症サポーター養成講座を開催しています。あなたも、認知症の方やその家族を見守る応援者になりませんか？
　今年度の開講日は、下記の予定になっていますので、ぜひ誘いあわせのうえ、お申込みください。なお本講座は、お住まいの地域以外のセンター
でも受講することができます。
※申込開始日や詳細につきましては、各センターに直接お問い合わせください。

地域包括支援センター名 所 在 地 電話番号 担当の地域

❶ 谷塚・瀬崎地域包括支援センター 瀬崎
5-20-16 048-929-3613 谷塚町、谷塚、瀬崎

❷
谷塚西部地域包括支援センター
（草加キングス・ガーデン
介護相談センター内）

新里町
989－1 048-929-0014

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

❸ 草加中央・稲荷地域包括支援センター
（居宅介護支援事業所　西うさぎ内）

吉町
2-2-21 048-959-9133

神明、住吉、高砂、
手代、吉町、
稲荷、中央

❹ 草加西部地域包括支援センター
（ケアステーションかしの木内）

草加
4-5-1 048-946-7030 草加、西町、氷川町

❺ 松原・草加東部地域包括支援センター
（草加市社会福祉協議会内）

松江
1-1-32 048-932-6775 松原、栄町、松江

❻ 安行地域包括支援センター
（特別養護老人ホーム草加園内）

苗塚町
200-2 048-921-2121 原町、北谷、北谷町、

小山、花栗、苗塚町

❼ 川柳・新田東部地域包括支援センター
（介護老人保健施設翔寿苑内）

青柳
8-52-37 048-932-7007

柿木町、青柳、
青柳町、八幡町、
中根、弁天

❽
新田地域包括支援センター
（クォーターヴィレッジ
新田地域支援事業所内）

新善町6 048-946-0520
新栄、長栄、
清門、旭町、
金明町、新善町

地域包括支援センター名 日　　程 会　　場

川柳・新田東部地域包括支援センター 令和元年６月15日（土）午後２時～午後３時30分 であいの森　研修室３・４

新田地域包括支援センター 令和元年８月17日（土）午前10時～午前11時30分 勤労福祉会館　視聴覚室

草加中央・稲荷地域包括支援センター 令和元年９月20日（金）午前10時～午前11時30分 高砂コミュニティセンター　集会室

安行地域包括支援センター 令和元年10月12日（土）午前10時30分～正午 苗塚会館

草加西部地域包括支援センター 令和元年11月19日（火）午後１時30分～午後３時30分 氷川コミュニティセンター　集会室

新田地域包括支援センター 令和元年11月30日（土）午後１時30分～午後３時 勤労福祉会館　視聴覚室

松原・草加東部地域包括支援センター 令和元年12月６日（金）午後６時30分～午後８時 草加市文化会館　レセプションルーム

谷塚西部地域包括支援センター 令和元年12月７日（土）午後２時～午後３時30分 新里文化センター　第１会議室

谷塚・瀬崎地域包括支援センター 令和２年１月17日（金）午後２時～午後３時30分 谷塚文化センター　第１学習室

地域包括支援センターにお任せ!
高年者に関する相談は

認知症の
家族がいるが、
どうしたらよいか
分からない

介護保険を
利用したいけど、
手続きが分からない

悪質商法に
ひっかかって
しまった

困っているけど、
どこに相談したら
いいのか分からない

たとえば…

※番号は右の地図と対応しています

■開所日時        毎週月～土曜日　午前９時～午後５時（祝日を除く）
たとえば…たとえば…たとえば…

①②

③④

⑥
⑤

⑧ ⑦新
田
駅

草
加
駅

谷
塚
駅

獨
協
大
学
前

（
草
加
松
原
）駅

こんなことで
悩んでいませんか？

介護福祉士　髙橋　健吾

介護職員紹介
今年度入職した職員を紹介します。

　利用者様の食事や入浴、排せつ等のお手伝いをしていると、利用者様の笑顔を直に
見ることができます。
　いろいろな仕事をした中で、人に直接触れることができ、すぐに自分が行った仕事
の結果を確認できることは活力になると感じたので、介護の仕事を選択しました。

介護の仕事に就いたきっかけを教えてください。Ｑ１

　利用者様の認知症状が急に進行してしまったために、対応が遅れてしまったことが
ありました。
　日に日に進行する症状を把握し、それに合わせた対応を図るために、看護師や相談
員、ケアマネジャー、家族と相談しながら、調整することが大変でした。

仕事で大変だったことを教えてください。Ｑ２

　自分が提供した介護が、利用者様にとって快適な生活を送る上でなくてはならない
介護をしたのだと実感できます。
　「相手が今求めていることに応えたい」「相手の生活を少しでも快適なものにする手助
けをしたい」という想いを抱いている人には、やりがいを見いだせる仕事だと思います。

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

P８で訪問介護職員を募集しています。みなさんの応募をお待ちしています。



手話は、聴覚障がい者の生活の中から生まれた言葉です。手話を学ぶほか聴覚障がい者の生活や聴覚障がい
の特性なども学びます。

手話奉仕員養成講座「入門」　全23回

★手話を初めて学ぶ方、草加市在住または在勤の方
　が対象です。
日　　程　９月５日から令和２年２月27日までの
　　　　　毎週木曜日

時　　間　午前９時30分～午前11時30分
会　　場　草加市文化会館　ほか
定　　員　40人（応募多数の場合は抽選）
受 講 料　 3，240円（テキスト代）
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」を記入し、

講座の申込み期間内に本会へ郵送してく
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。

申込期間　７月16日（火）～８月２日（金）必着
（期間外の申込みは不可）

宛　　先　〒340-0013
草加市松江一丁目１番３２号
社会福祉法人草加市社会福祉協議会
地域福祉課手話通訳担当
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【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

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）
●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～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

獨
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大
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）

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 8,190
NPO 法人草加・元気っ子クラブ 624,515
（旧）清茶会 5,354
新和会連合　会長　石井　勝美 88,372
間中　艶子 20,000
ほほえみの会　会長　丸野　典子 28,269
国際ロータリー第 2770 地区第 9グループ 100,000
草加市ダンススポーツ連盟 30,000
草加西部地区社会福祉協議会
地域ふれあい事業　募金箱 1,440

草加西部地区社会福祉協議会
地域ふれあい事業　バザー・野菜販売 68,830

旧谷塚南長寿会 5,000
和田　隆太郎 5,000
第 26 回チャリティ歌と踊りの祭典実行委員会
草加市カラオケ連合会 50,000

椛島　幸夫 10,000
平成 31年度第 38回埼玉県空手道
剛柔流選手権大会 5,000

ギター　アンサンブル　シンシア 3,000
草加市グラウンドゴルフ協会 13,070
秋元　秀雄 10,000
株式会社小山建設 20,000
草加中央ボランティアクラブ 100,000
草加落語会 16,800
草加市民謡団体連合会 32,873
匿名 2 件 40,000

合　　　　　計 1,285,713

氏名・名称 寄付物品
平塚製菓株式会社 食料一式
匿名 切手11,940 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
平成３１年３月６日～令和元年６月５日

（敬称略　単位：円）

手 話

訳通 だより

SIGN LANGUAGE
INTERPRETER

「聴覚障がい者のひろば」

難聴者同士の交流を通じて日々の生活に
おける情報交換や情報共有を図ります。

「難聴者の集い」 「聴覚障がい者のひろば」

「難聴者の集い」

ヘルパー募集中 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。

日　時　６月30日（日）午前10時～正午
会　場　勤労福祉会館　２階 視聴覚室
内　容　 ①難聴者のための手話体験講座

講師：山
やま

本
もと

美
み

念
ね

子
こ

氏
（草加市聴覚障害者協会会員）
②参加者による懇談会

対象者　難聴者や中途失聴者
参加費　無料
※手話通訳・要約筆記がつきます。

日　時　７月28日（日）午後２時～午後４時30分
　　　　（午後１時３０分受付開始）
会　場　谷塚文化センター　第１・２学習室
内　容　 講演「どうなる？消費税」

講師：関東信越税理士会川口支部

税理士　鈴
すず

木
き

隆
たか

文
ふみ

氏
手話通訳者・要約筆記者派遣事業に係る説明及び
懇談会

対象者　草加市在住の聴覚障がい者、音声又は言語機能障
　　　　がい者やそのご家族、聴覚障がい福祉関係者等
参加費　無料
※手話通訳・要約筆記がつきます。

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～
　　　　 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

年　齢　18 歳から 49 歳まで
　　　　（高卒以上）
初任給　高　卒　160 , 590 円～
　　　　短大卒　172 , 462 円～
　　　　大　卒　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

❷嘱託職員❶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（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）
　　　　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

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

放課後児童クラブ　職 員 募 集

時　給 940 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）対象：55歳くらいまで　＊社会保険、雇用保険、労災保険完備
平　日　午前 10時～午後６時／午前 11時～午後７時
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

あなたの力がいますぐ必要です！

次号の「そうか社協だより」（第160号）は令和元年９月発行予定です。


