
　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。

１ 日時等
（１）宿場まつり
10月６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
11月３日（日・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）
２ 活動内容
上記の会場における街頭募金活動やＰＲのバルーンづくりなどの補助
３ 募集対象　小学生及び中学生
　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。
　詳しくは、担当までお問い合わせください。
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あり社会福祉法人

草加市社会福祉協議会会長

　市民の皆様には、日ごろから地域福祉
の推進並びに社会福祉協議会の事業運営
に対しまして、特段のご理解・ご協力を
賜り厚くお礼申し上げます。
　このたび、令和元年６月２1日に開催されました理事会に
おいて藤城前会長の後任として会長に選任されました。その
職責の重大さを痛感し、身の引き締まる思いであります。
　近年、各種制度が整備されている一方で、地域社会に目を
向けると地域のつながりは希薄化の一途を辿っています。さ
らに急速な少子高齢化に伴い、核家族化や高齢者の孤立、ま
た、引きこもりや子どもの貧困等さまざまな福祉的問題が浮
き彫りになってきております。このような問題を他人ごとと
せず「我が事」と捉え、福祉サービスを総合的サービスとし
て「丸ごと」提供する「我が事・丸ごと」の地域共生社会の実
現に向けて、本会では、支え合い・助け合いの地域づくりを
進めてまいる所存でございます。
　今後とも市民の皆様のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願
い申し上げます。

　今年も赤い羽根共同募金運動がはじまります。
　この募金は、災害時の被災地支援や学校や地域
で行われる福祉教育やボランティア体験、地域から
孤立をなくすための事業や地域の交流を深めるため
の事業など、さまざまな福祉活動に活用しています。

赤い羽根
ちびっ子ボランティアスタッフ

問合せ　地域福祉課ボランティア担当　電話 048-932-6772

運動期間
10月１日
〜

３月31日

赤い羽根
共同募金運動

赤い羽根
共同募金運動が始まります

10月１
日から

市内４駅で街頭募金を実施します インターネットから
も募金できます。

街頭募金の日程
令和元年10月１日（火）
　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

草加市の地域福祉の推進役として 募集

地域福祉活動に赤い羽根共同募金を役立てています。

募金の輪を広げよう

敬老会

福祉体験教室

親子のつどい

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.160
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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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 れんげ草（演奏）
10：25 小山太鼓保存会（和太鼓演奏）
10：55 草加市立松江中学校（和太鼓演奏）
11：20 一丁目一番地（ちんどん）
11：40 ASK歌謡連盟（唄）
12：25 小山太鼓保存会（和太鼓演奏）

13：05【今もっとも失われつつある
幸せである為に大切なこと】

  菅谷　晃子（豆腐屋あこ)氏

14：10 草加光陽育成会SKIP（よさこい）
14：30 つばさの森（ダンス）
14：50 ほのぼのクラブ（演奏）
15：20 一丁目一番地（ちんどん）

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

◆健康チェック
　　　　コーナー

◆模擬店

15:45　閉会

10：30 民踊(いろどり会)

11：00 オープニングセレモニー

11：30 櫻川流江戸芸かっぽれ（草加かっぽれ道場）

11：45 フラダンス（新田フラサークル）

12：00 フォークダンス(草加市フォークダンス連盟)

12：15 民謡(いろどり会)

12：30 フラダンス（ハア・フラ・クラブ）

12：45 櫻川流江戸芸かっぽれ（草加かっぽれ道場）

13：00 フォークダンス(草加市フォークダンス連盟)

13：15 しばぐりによる朗読

13：35 フラダンス（ハア・フラ・クラブ）

13：50 櫻川流江戸芸かっぽれ（草加かっぽれ道場）

14：05 みんなで踊ろう

15：00 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10：30～ 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。
※ご来場の際は、電車・バスなどの公共交通機関をご利用ください。 当日は、「街グル in草加 2019」も開催（草加小学校周辺）

No.64No.64

第26
回

11月17日日
午前10時～午後３時45分

草加駅東口広場＆アコス

時間  午後１時05分～
会場  アコス南館７F ホール

「今もっとも失われつつある
幸せである為に大切なこと」

　リヤカーを引いて、ラッパを吹いて16年目。
　地球３周分、歩いてきました。
　お客様との出逢いと別れの中で学ばせてもらった「命の尊さ」「心
の繋がり」「幸せの意味」など、泣けて心温まるお話です。いじめ
を受けていた私が今幸せなわけとは…
●受賞　私は自分の仕事が大好き作文コンクール　優秀賞
　　　　キラキラ女性講演会2016グランプリ

菅谷　晃子(豆腐屋あこ)氏

講　演　会

事務局／草加市社会福祉協議会ボランティアセンター　電話 048－932－6772

バ リ ア フ リ ー の こ こ ろ
み ん な で つ く ろ う

26回

バ リ ア フ リ の こ こ ろ
み ん な で つ く ろ う福祉
まつりin草加

日時

講師

テーマ

会場

当日は楽しいイベントがいっぱいです
東口広場・５階通路

６階ギャラリー・７階ホワイエ

野外ステージ・７階ホール

東口広場

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！

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。

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。

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。

体験コーナー

展示・子ども遊び

歌・踊り・演奏など

模擬店
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　8月１０日(土)、草加市文化会館で、【楽しいクッキング体験】を行いま
した。
　当日は小学生から大学生まで幅広い年代の方が参加し、視覚障がい者
の方々と一緒にライスピザ、りんごパイなどを作りました。
　一緒に作業することで、参加者自身が今まで抱いていた視覚障がい者の
イメージや心のバリアを払拭することができ、新しい自分を発見する有意
義で楽しいひとときとなりました。

参加者の声
●視覚障がい者の人が何ができて何を手伝ったらいいのか、実際にやって
みてわかった

●視覚障がい者の人がこんなに上手に料理ができるなんてびっくりした！
●料理経験がなかったが、食材を切るときに視覚障がい者の人に助けて
　もらった。

視覚障がい者 虹の会参加者の声
●子どもたちと一緒に料理をして楽しかった
●これからも一緒に何かやることで私たちのことをわかってほしい

協 力 視覚障がい者虹の会・食生活改善推進員協議会

夏休みボランティア体験レポート
2019

　６月８日(土) ～７月13日(土)の全4回、音訳CD作成パソコ
ン操作講座を開催しました。
　講師に埼玉県立久喜図書館の吉村典子氏を招き、パソコン
に興味のある一般市民の方や実際に音訳ボランティアに携
わっている方が、音訳ソフトを活用した編集作業やそれに伴
う基礎的なパソコン操作を学びました。
　参加者からは、「講師の説明が分かりやすくてよかった。」「実
際の音訳活動に活かせる内容だった。」「覚えることが多く大
変だった。」などの意見があり、各々が講師の話に聞き入り、
音訳CD作成に必要な知識や技術の習得に真剣に取り組んで
いました。

傾聴ボランティア支援員養成講座（初級編）受講生を募集します。
　これからボランティア活動を始めてみたいと興味をお持ちの
方にお勧めの講座です。
　相手の話に耳を傾ける『傾聴』は、コミュニケーション能力
で最も重要なスキルです。
　「聴く」ことを学び、傾聴ボランティア支援員として活動を
してみませんか。
日　　時　10月29日(火)
　　　　　午前10時～午後３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・第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　40人
申込締切　 10月15日（火）

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の基本を学びます。

　はじめての方でも大丈夫。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　10月９日(水)
　　　　午後１時30分～午後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（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）

～受講生4人が修了、音訳ボランティアを養成～

音訳CD作成
パソコン操作講座を開催

～「聴く」ことを学びましょう～

傾聴ボランティア養成講座（初級）
～デイジー図書を体験しよう～

プレクストーク操作研修

※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

申込み・問合せ　地域福祉課ボランティア担当 ☎048-932-6772 申込先　地域福祉課地域福祉担当 ☎048-932-6770

福祉
まつりin草加

みんなで協力して、おいしい料理ができました。

受 講 者 募 集

プレクストークで本の世界が広がります。

編集作業に奮闘中です
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９月から、年に一度の児童クラブまつりが開催されます。
楽しいおまつりになるよう、子どもたちが夏休みから準備をしてきました。

来てくれる方々に楽しんでもらおうと、児童クラブごとに遊びのコーナーを工夫しています。
ぜひ、お立ち寄りください。

クラブ名 日にち 曜日 時間 場所

稲荷児童クラブ ９月14日（土） 14：00～15：30 稲荷小学校体育館

小山児童クラブ ９月21日（土） 10：00～12：00 小山児童クラブ内

川柳児童クラブ ９月28日（土） 10：00～11：30 川柳小学校体育館

清門児童クラブ ９月28日（土） 10：30～12：00 清門小学校体育館

長栄児童クラブ ９月28日（土） 10：00～12：00 長栄小学校体育館下通路

八幡児童クラブ ９月28日（土） 10：00～12：00 八幡小学校体育館

松原児童クラブ ９月28日（土） 10：30～12：00 松原小学校体育館

八幡北児童クラブ 10月12日（土） 11：00～14：00 八幡北小学校体育館

西町児童クラブ 10月12日（土） 10：00～12：00 西町小学校体育館

新里児童クラブ 10月19日（土） 11：00～13：00 新里小学校体育館

両新田児童クラブ 10月26日（土） 11：00～13：00 両新田小学校体育館

氷川児童クラブ 11月16日（土） 14：00～16：00 氷川小学校体育館

花栗南児童クラブ 11月16日（土） 11：00～13：00 花栗南小学校体育館

谷塚児童クラブ 11月16日（土） 10：00～12：00 谷塚小学校体育館

青柳児童クラブ 11月30日（土） 10：30～12：30 青柳小学校体育館

新田児童クラブ 11月30日（土） 10：00～12：00 新田小学校体育館

※瀬崎児童クラブは、９月７日に開催しました。
プラバンの自動販売機

割りばし落とし

来てくれる方々に楽しんでもらおうと、児童クラブごとに遊びのコーナーを工夫しています。

割りばし落とし
割りばし落とし

ボールビ
ンゴ

児童クラブまつり開催

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

　誰もが気軽に立ち寄れるサロンがあったら…との思いから、平成
30年10月に、このサロンを立ち上げました。現在、参加者20人、畳
のお部屋でお茶を飲みながら寛ぎ、楽しくおしゃべりをしています。
おしゃべりだけでなく、地域包括支援センターの協力により指運動
を取り入れた脳トレや、座ってできる健康体操なども行い、参加者
から好評を得ています。皆でカラオケをしたり、個々の会員が、ギ
ターの演奏や、手品などの特技を披露するなど、楽しい時間は、あ
っという間に過ぎてしまいます。毎回、皆さんがこのサロンを楽し
みに集まってくれているので、私たちスタッフもやりがいを持って
活動しています。
　興味のある方、私たちとともに楽しい時間を過ごしませんか。
　足の不自由な方には、いすをご用意させていただきます。
　あなたのご参加を心よりお待ちしています。

　サロン「多居夢」は令和元年６月に始まったばかりのサロンです。
　お茶を飲んで楽しくおしゃべりしています。
　現役で働いているときには、なかなか近所との交流ができずに、
時間が出来ていざ交流しようと思っても、簡単にはできない。家に
呼んだらお互い気をつかってしまう。でも会館とか地域の場だった
らみんなが気軽に来れるのではないか。そんな思いでサロンを始め
ました。現在参加者は10人から12人程度。近所の女性が多く参加し
ていますが、多居夢ではオセロや将棋もご用意し、男性の参加も歓
迎しています。
　また、目の前には、新栄中央公園があり、子どもの遊ぶ姿も見ら
れます。子どもを連れたお母さんのちょっとした休憩場所として、
おむつ替えや授乳のスペースとして気軽に立ち寄ってもらたらうれ
しいです。
　おいしい飲み物とお菓子と楽しい時間を
共有しましょう。

うさぎサロン 多
た

  居
い

  夢
む

●代表　森　恵美子　●活動場所　下兎会館（谷塚町）
●活動日時　第１・第３木曜日午前10時～正午

●代表　植野　直美　●活動場所　新栄町会館　●参加費　100円
●活動日時　第３水曜日午前10時～午後３時

問合せ　地域福祉課　電話 048－932－6770
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ふれあい・いきいきサロン だれでもが気軽に参加できるつどいの場

ジャンプ教室 町会やサークルで実施している体操教室

オレンジカフェ 認知症に関心のある方があつまる憩いの場

介護予防・日常生活支援総合事業
通所型サービスB 

閉じこもりの予防などを目的とした、
住民の方が主役の活動の場

子どもの支援・活躍の場 子ども食堂などの子どもの居場所づくりに取り組む団体

生活支援コーディネーターニュース

介護老人保健施設「みどりの館」から食材の寄付をいただきました！！

～まちにでよう・仲間を作ろう・活動しよう～

【こども応援ネットワークP
パ イ ン

ineとは…】

　みどりの館さんで不要になった食材をどこか活用できないかとお問い合わせをい
ただき、社会福祉協議会で譲り受けました。
　その一部を「こども応援ネットワークPine」にお渡しし、市内の子ども食堂で活
用することになりました。
　みどりの館さんからは、「食材が無駄にならずに済んでよかった」「子どもたちの
成長に役に立つのはうれしい」との声をいただきました。

　おしゃべりをしたり、体操をしたり、お茶をしたり、市内にある活動を紹介した「まちすきマップ」ができました。
　まちすきマップでは市内にある ５種類の活動84か所を紹介しています！

　何か活動したいけど、やりたい場所がみつからない、という方
には「まちすきマップ part. ２」です。地域の貸し出し可能な施
設や店舗を11か所紹介しています。

　このような、地域の人と人のつながり、困ったときには助けあい、
支え合える地域づくりを応援するのが生活支援コーディネーター
です。 「気軽におしゃべりしたいな」「何かやりたいな」「うちの
店舗も貸せるよ」という方、ぜひ生活支援コーディネーターに声
をかけてください。

　「まちすきマップ」「まちすきマップ part.2」は、草加市健康福
祉部長寿支援課、草加市社会福祉協議会、各コミュニティセンタ
ーに置いています。

　こども応援ネットワークPineは、草加市内の「子どもの居場所」を運営して
いる６団体で今年４月に設立されました。
　この団体は、地域で子どもと子育て家庭を応援するために、活動団体が繋が
り、協力することで子どもへの支援を継続することを目
的としています。
　今後、子どもの支援に関する講演会や、子どもの居場
所の紹介、子ども食堂を立ち上げたい方への後方支援な
どを行っていきます。

　この日はマイカの子ども食堂の日！
　みどりの館さんからいただいた春雨でスープ、は
ちみつでだし巻き卵
を作りました。
　子どもたちは「おい
しい！」と笑顔で食事
を楽しんでいました。

食材の寄付や活動に興味のある方は、お問い合わせください。

【いただいた食材で作りました！】

電話  080-9806-9694
（こども応援ネットワーク代表　浜

はま

薗
ぞの

）

フェイスブックは
こちらから。

ジョイフルファミリー
草加松原こども食堂
栗林さんみどりの館のみなさん

「まちすきマップ」＆「まちすきマップ part.2」できました！！

　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

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！

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。
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ひきこもりを理解するうえで大切にしたいことは、

本会では、内部研修の一環として、
特定非営利活動法人KHJ全国ひき
こもり家族会連合会の方々からお
話を伺いました。

　2018年の内閣府の調査で、全国で推定115万人が引き
こもっている、という結果が出ています。
　皆さんは、「ひきこもり」についてどのように感じてい
ますか？まだまだ正しく理解されることが難しい現状が
あります。

※ＣＳＷはコミュニティソーシャル
ワーカーの略です。CSWの ちょっと気になるワード

問合せ　CSW担当

電話 048-932-6770

〇ご本人の苦しみ＝ひきこもらざるを得ない苦しみがある
〇人はどの世代でもどの年代からでも誰でもひきこもる可能性がある
〇家族支援～家族の気持ちのケア（気兼ねなく話せる場所、家族同士の支え合い）

まるごとサポートＳＯＫＡ

★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

（生活困窮者自立相談支援窓口）

『学習支援事業の利用を希望する方は、
“まるごとサポートSOKA”にご相談を！』

　“まるごとサポートSOKA”は、生活にお困りの世帯か
らさまざまな相談を受け付けています。

受講
対象者

草加市内に住所を有し、次の条件の全てに当てはまる方
●市民後見人として活動する意思があり、全日程に参加できる方
●成年後見制度及び社会福祉に関心があり、心身共に健康である25
歳以上の方
●司法や福祉の専門資格を取得していない方または、取得していて
も生業としない方

日　　程

全10日（体験学習３日含む）
○土曜日に隔週開催　午前９時から午後５時まで（11月23日・12
月７日・12月21日・１月11日・１月25日・２月８日・２月22
日を予定）
○体験学習は１月～２月（平日）を予定

費　　用 テキスト代6,000円程度・体験学習のエプロン等は各自持参

会場／定員 草加市社会福祉協議会　会議室（松江１-１-32） ／ 20人

募　　集
選考方法

●本会所定の申込書に、必要事項を明記のうえ、郵送または来所に
より、お申込みください。
●申込書は、草加市社会福祉協議会ホームページからダウンロード、
または来所により入手できます。
●申込受付は９月17日（火）から10月15日（火）まで。
●受講の可否は、審査のうえ決定します。

申 込 み
問 合 せ

そうか成年後見サポートセンター
電　話：048-932-6788
あて先：〒340-0013　草加市松江１-１-32市民後見人として活動

～小・中・高校生を対象としています～
☆対　　象…①生活保護世帯の子ども→担当ケースワーカーに相談

②生活にお困りの世帯の子ども→まるごとサポートSOKA
に相談

☆支援方法…小学生は家庭を訪問して支援します
中高学生は、市内の施設で学習教室を開催し、支援します

☆費　　用…無料

家庭裁判所から選任

市民後見人名簿に登録

法人後見支援員（満74歳未満）として経験を積む
※草加市では法人後見から市民後見に引き継ぐ方式（リレー
方式）を採用しています。
※福祉サービス利用援助事業の生活支援員としての活動をお
願いする場合もあります。

　市民後見人誕生！！

市民後見人養成研修
　草加市の委託を受けて開催した第１回市民後見人養成研修の修了者から、令和元年６月、市民
後見人が誕生しました！本会は監督人となり、市民後見人とともに支援をしていきます。

草加市 子どもの学習支援事業
　草加市では、生活にお困りの世帯のお子さんを対象に、

無料の学習支援を実施しています。“勉強がわからない”“学校
の授業についていけない”そんなお子さんはいらっしゃいませんか？

　市民後見人は、専門職以外の一般市民による後見人のことで、判断能力が十分でない方に寄り
添って、生活手続の支援やお金の管理を行います。
　今年度、草加市で２回目となる市民後見人養成研修を開催します。市民後見人として活動して
いただける方のご応募をお待ちしております。

受　講

修了

活動

家裁への申立て

引継ぎ

民　　法
社会貢献

後見倫理
地域の支え合い

後見概論
市民目線

対人援助技術

‘ひきこもり’について

写真左から、代表の上田 理香さん、
経験者の瀧本 裕喜さん

世間体

社会の
偏見

周囲の無理解

本人たちの思い

募　集

　市民後見人

勉強が
わかれば
毎日が
楽しいね！
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訪問介護員募集中 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。

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
修課程修了者（同行援護従業者（一
般又は応用）があれば、なお可）

年　齢　65 歳まで（高卒以上）
日　給　9,800 円～
賞　与　年間１. ９か月（夏・冬）
その他　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
夏季休暇付与

※サービス提供責任者の経験がある方、
大歓迎

年　齢　49 歳まで（高卒以上）
基本給　高　卒　160 , 590 円～

短大卒　172 , 462 円～
大　卒　189 , 952 円～

賞　与　年間４.45 か月（夏・冬）
その他　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
夏季休暇付与

※サービス提供責任者の経験がある方、
大歓迎

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、同行援護従業者（一般又
は応用）のいずれか（複数あれ
ば、なお可）

年　齢　65 歳まで（高卒以上）
賃　金　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

問合せ・申込みは　介護課介護サービス担当　電話 048‒932‒6777

かいごかいごかいごかいごかいごかいごのののかわら版かわら版かわら版かわら版かわら版かわら版

自立した日常生活が送れるようになるために
訪問介護員の私たちがお手伝いします！

　本会には、常勤13人、非常勤51人のヘルパー
が在籍し、若手とベテランがお互いに力を合わせ
て、毎日利用者さんに元気を届けています。
　提供しているサービスは、介護保険サービスや
障害福祉サービスで定められた身体介護（食事や
入浴の介助、おむつ交換など）や生活（家事）援
助（掃除や洗濯、見守りなど）、視覚障がい者の
方の外出を支援する同行援護です。
　また、専門学校の学生を実習生として受け入れ、
次代の介護職の育成にも協力しています。

介護食調理実習
「低栄養を防ぐ簡単お助けレシピ」

「身になる 役立つ！
分かりやすくてやさしい介護講座」

　社協ヘルパーが、高年者の健康を考えたレシピで調理実習を
行います。
会場及び日時

費　　用　500円
定　　員　各回　15人
申込開始　９月17日（火）
　　　　　※定員になり次第、締切り

　要介護者に負担をかけないおむつ介助の方法を、おむつメー
カーの方が実演します。おむつの当て方、選び方にお困りの方
は必見の講座です。
　さらに、当日は自助具なども用意していますので、将来の介
護に備えたい方も、是非ご来場ください。
　また、直接おむつメーカーの方や福祉用具事業者の方にも、
相談したりアドバイスを受けたりできます。

開催日　10月21日（月）
時　間　午前の部　１0時～正午
　　　　午後の部　１時～４時
　　　　※入退場自由
会　場　草加市文化会館１階
　　　　レセプションルーム

会　　場 開催日 時　　間

１回目 谷塚文化センター（調理実習室） 11月18日（月） 午前10時～午後１時

２回目 草加市文化会館（実習室） 11月19日（火） 午前10時～午後１時

当事業所を支える経験豊富なヘルパーたち

講座に参加しませんか

無料
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赤い羽根
共同募金運動

赤い羽根
共同募金運動が始まります

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
講　師
その他

10月27日（日）午後２時～４時
草加市立中央公民館第１・２講座室
原　孝雄氏（ファイナンシャルプランナー（CFP））
参加費無料　手話通訳・要約筆記がつきます

「カードの種類と使い方」

「令和」の手話

　生活の中には様々なカードがあふれています。それぞれの機能や注意
点など分かりやすくお話いただきます。

手話表現の動画は日本手話研究所の「新しい手話の動画サイト」
で公開されています。
URL　https://www.newsigns.jp/

地域福祉課手話通訳担当　電話０４８－９３２－６７７０　FAX ０４８－９３２－６７８１問合せ先

聴覚障がい者教養講座

　指先を上に向けて５本の指をすぼめた片手を、胸の脇に出し、前
に動かしながら指先を緩やかに開く。

　花のつぼみがゆるやかに開き、やがて花びらが環 (わ )となった
指先からふくよかな薫りをはなち、和みゆくさまを表しています。

動作説明

解　　説

＜全日本ろうあ連盟ホームページから抜粋＞

基本給　17万円　職務手当　１万円　対　象　50歳くらいまで　勤務地　草加市内の児童クラブ

時　給　940円（上限あり）　　対　象　55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

時　間　①常勤パート（週５日）
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）

❶嘱託放課後児童支援員

職 員 募 集

❷臨時放課後児童支援員

問合せ　児童健全育成課（氷川町事務所）　電話 048－924－8722

＊社会保険、雇用保険、労災保険完備

＊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！

　草加市の被害額は減少しているようです。
　でも、油断は禁物！引き続き、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。

草加警察署
電話 048-943-0110

特殊詐欺に

注意！
油断
大敵

ひとりで悩まないで、まずは相談。
ふれあい福祉相談所にお任せください。

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。
【一般相談】
相談日　毎週金曜日（祝日は休み）
　　　　来所・電話相談あり
時　間　午前10時～午後３時
費　用　無　料

草加市松江一丁目１番32号　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
電話 048-932-6772

次号の「そうか社協だより」（第161号）は令和元年12月発行予定です。

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
株式会社小山建設 20,000
旭町団地自治会 9,540
（全）草加ボーイズ後援会 16,403
藤本　尚子 2,000
松原五丁目北町会 3,000
財満　征 5,000
吉町一丁目町会　子供夕涼み会 18,050
浅井　まり子 100,000
椛島　幸夫 10,000
匿名 　３件 32,939

合 計 216,932

氏名・名称 寄付物品
髙橋　靖子 タオル 50本
財満　征 タオル 55本
平塚製菓株式会社 食料一式
BMCエンタープライズ株式会社 車イス１台
匿名　 タオル 49本
匿名　 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
令和元年６月６日～９月４日

（敬称略　単位：円）


