
　さかえーるから
のお知らせは社
会福祉協議会の
FaceBookで見る
ことができます。
みんな見てね！

　災害ボランティアセンター
は、災害支援のために集まるボ
ランティアを受け入れ、支援が
必要な被災現場に向けて派遣
する調整機能を果たします。被
災地でボランティアをしたい
方が最初に向かうのが、このボ
ランティアセンターです。
　台風19号による被害に遭っ
た各市区町村にも災害ボラン
ティアセンターが設置されて
います。

　台風19号の被害によ
り、被災地から「タオル
が必要」との声を受け
て、さかえーるを拠点に
「自分たちにできること
をやろう」とタオルの
寄付を募りました。
　人から人へ伝わり、
一週間であっという間にたくさんのタオルが集
まり、無事被災地に届けることができました。
　ご協力してくださった皆様ありがとうござい
ました。

「災害ボランティアセンター」って
どんなところ？ 　さかえーるから

のお知らせは社

川越キングスガーデンに
タオルを届けました

　本年10月の台風19号は、関東甲信越や東北などの広い地域
に猛威を振るい、大きな被害をもたらしました。
　本会では、10月28日（月）、災害ボランティアを募り、東松
山市に災害ボランティアバスツアーを催行しました。参加した
27人は、側溝の泥かき出しや障子の泥落とし、食器を一つひと
つ出す作業など、役割を分担して支援を行いました。
　災害ボランティアとして一致団結した今回のツアーは、草加
市における助け合い・支え合いの大きな力の現れでした。参加
者からは、「依頼者が諦めていたことができ、大変感謝された」、
「少しでも力になれてよかった」、また、「次回があれば参加した
い」との声が多数あがりました。
　これまでも、東日本大震災の被災地や豪雨災害に遭った茨城
県常総市に向けた災害ボランティアバスツアーを計17回催行
し、復旧の支援をしてきました。
　頻発する自然災害に備え、このようなツアーや草加市が被災し
た時のための災害ボランティア設置・運営訓練等にご参加いただ
ける登録制の災害ボランティアを随時募集しています。興味のあ
る方は下記へお問合せください。（２ページに関連記事あり）

　災害ボランティアセンターの設置状況やボランティアの受入
状況、必要な装備、高速道路の無料措置など、詳しくは、被災
地市区町村のホームページ等でご確認ください。
　また、活動する際には、ボランティア活動保険への加入が必
要です。保険加入については、下記へお問合せください。

災害ボランティアバスツアーを催行
東松山市の復興に尽力

【問合せ】地域福祉課　地域福祉担当　電話 048‒932‒6770　FAX 048‒932‒6779

一致団結した参加メンバー 一日も早い復興のために（写真上・下）

　ボランティアに行く前に

さかえーる
から

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１２月１日発行
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　災害は身近なところで起こります。日ごろから災害に備え
ること、有事には支え合えること、そのために今できること
から始めることが大切です。
１　日　　時　令和元年12月14日（土）
　　　　　　　午後２時～午後４時
２　会　　場　草加市立中央公民館 第１・２講座室
３　内　　容
　　（１）講演
　　　　「災害ボランティアの実際と平時の取組み」
 台風19号による県内被災地の状況と災害ボランティアの 
 活動など
　　（２）説明
　　　　「災害ボランティアセンター設置・運営訓練について」
　　　　動画上映（災害ボランティアセンター関連動画）
４　定　　員　80人（定員になり次第、締切り）
　　　　　　　※申込み受付中

　10月30日（水）に獨協大学において「命を守るためのセミナー」
が開催されました。草加市危機管理課からは草加市ハザードマッ
プをもとに、本会からは受援と災害ボランティアについて講演を
しました。
　参加者は学生と職員あわせて約80
人となり、災害に対しての関心が高
まっていることを実感しました。
　今後も、産学官の連携をより深め、
災害に対応できるまちづくりを進めて
いきます。

◆災害ボランティアセンター設置・運
営訓練を令和２年２月１日（土）に実施
する予定です。申込みは
１月６日（月）からにな
ります。詳細は、社協
facebookに追って掲
載します。

災害ボランティア講演会を開催 大学・行政・社協の連携で
「命を守るためのセミナー」を開催しました。

地域福祉課　地域福祉担当
電話 048-932-6770　FAX 048-932-6779問合せ

社協facebook

令和元年度
初心者向けボランティア講座
ボランティア　自分に何かできること
～始めなければ始まらない～

ボランティア
スキルアップ講座

　ボランティア活動に参加したい。でもどうしたら…
　ボランティア活動に興味がある方への入り口となる講座で
す。市内で活躍するボランティア団体等を紹介しますので、
気軽にご参加ください。

　地域でボランティア活動している人向けにスキルアップ講
座を開催します。

【日　時】　令和２年３月５日（木）午後２時～午後４時
【会　場】　草加市立中央公民館 第１・第２講座室
【対象者】　・ 市内在住でボランティア活動に興味がある方
　　　　　・ ボランティア活動の初歩を学びたい方
【受講料】　無　料
【講　師】　文教大学　二宮　雅也　氏
【定　員】　30人（定員になり次第、締切り）
【申込開始日】　令和元年12月２日（月）

【日　時】　令和２年１月24日（金）午後２時～午後４時
【会　場】　谷塚文化センター 第１学習室
【受講料】　無　料
【講　師】　草加市社会福祉協議会職員（ＣＳＷ）
【定　員】　30人（定員になり次第、締切り）
【テーマ】　「ＣＳＷ（コミュニティ・ソーシャル・ワーカー）について」
【内　容】　実際のＣＳＷ（専門職）の役割や活動事例などに触れな

がら学びを深めるとともに自身のボランティア活動者
としてのスキルアップを図ります。

【申込開始日】　令和元年12月２日（月）

No.65

無理をせず、できることから始めましょう

「CSW」ってなんだろう

申込み　地域福祉課　ボランティア担当　電話　048‒932‒6772

いきます。
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地域歳末たすけあい募金運動地域歳末たすけあい募金運動
つながり

ささえあうみん
なの地域づくり

居場所づくりのお手伝いをしてみませんか？
草加市介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の担い手研修を開催します。

日　時： 令和２年２月３日（月）・５日（水）
　　　　（２日間）
　　　　午前10時～午後３時30分
会　場：草加市立中央公民館　第１会議室
内　容： 介護保険制度や医学の知識、高年者の

心身の特徴及び認知症の理解など
定　員：30人（２日間出席できる方）
申込み期間：令和元年12月２日（月）～
　　　　　　　　　　　　令和２年１月31日（金）
 ※土・日・祝日、年末年始（８ページ 
 　参照）を除く

　介護保険制度が改正となり、既存の介護保険
事業所が提供するサービスに加えて、NPO法人
や民間企業、住民によるボランティアなどで、
通所介護・訪問介護が提供できるようになりま
した。
　その担い手となるためには、介護福祉士や看
護師といった資格を取得しているか、この研修
の受講が条件となっています。
　ボランティア活動に興味がある方、地域で何
か活動してみたいと考えている方、地域にある
総合事業で活動したい方、ぜひこの機会にご参
加ください。

　「地域歳末たすけあい募金運動」は、新たな年を迎える時期に支
援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことができるよう
町会・自治会、民生委員・児童委員、保護司等のご協力により、
募金活動を展開するものです。
　市内の事業所・商店等の皆様につきましては、地域の民生委員・
児童委員がお願いに伺います。募金の趣旨をご理解いただき、ご
協力をお願い申し上げます。

皆様のあたたかいご協力を
よろしくお願いします。

令和元年度

～12月１日から始まります。～

「通所型サービスＢ」ってなに？
　介護保険制度の総合事業の１つである「通所型サービスＢ」は、既存の通所介護のよ
うな、送迎や入浴の提供はなく、地域住民主体のサロンのような居場所となっています。
　友人の家にふらっと立ち寄るような気軽な雰囲気のところが多く、おしゃべりを
したり、将棋をしたり、みなさん思い思いに過ごしています。
　地域で何か始めてみたいと思ったら、ぜひ研修に参加して、居場所づくりをしま
せんか？

地域で活動
しませんか？

ボランティア
デビューしよう！

歳末たすけあい募金（街頭募金）について
日　時　令和元年12月２日（月）
　　　　①午前の部　午前10時30分～午前11時30分
　　　　②午後の部　午後６時～午後７時
会　場　谷塚駅・草加駅・獨協大学前駅・新田駅（市内４駅）

体を動かして介護予防！楽しいおしゃべりが弾みます

草加駅には、パリポリくんが来るよ！

申込み　地域福祉課　地域福祉担当　電話  048‒932‒6770　FAX  048‒932‒6779
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　川柳地区では、平成30年度に「このまち大好きミーティ
ング in 川柳」を開催し、地域資源情報を発掘するワークシ
ョップを行いました。その情報をもとに、川柳地区の魅力
が詰まった地図を作成することを目的に、10月23日（水）
に青柳志茂会館で「マップ作りワークショップ in 川柳」を
開催しました。
　川柳地区の町会、サロン、民生委員・児童委員協議会、
すこやかクラブ（老人クラブ）、地域包括支援センターから
20人の参加者が集まり、地図の目的やイメージ、掲載する
情報について話し合いました。地域を知り魅力を発信する
ことで、住民の方々と一緒に地域づくりを進めていきます。

「マップ作りワークショップin川柳」を開催しました。

【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。

～気軽に、無理なく、楽しく、自由に～ ふれあい・いきいきサロン

　平成30年10月にこのサロンを立ち上げました。サロンに立ち
寄る皆さんが楽しんだり、喜んでいる様子がスタッフの励みに
なっています。
　開設当初は人数が集まるか心配でしたが、今では20人前後の
方に参加していただいております。現在、参加者15人、各々が
自由気ままにおしゃべりをしています。
　おしゃべりだけではなく、唱歌や歌謡曲を歌ったり、早口言葉、
ジャンプ教室（健康体操）などもメニューに取り入れ、楽しく
活動しています。
　特にその中でも、不定期に開催しているギターや津軽三味線
などの演奏会及び年１回のビンゴゲームは、参加者から大変好
評を得ています。
　皆さんが、気楽に立ち寄
れる【ラッキー楽喜】にあ
なたも参加しませんか！
　また、一緒に活動してい
ただけるボランティアスタ
ッフも募集中です。
　私たちとともに楽しい時
間を過ごしましょう。

　平成31年１月に立ち上げたばかりのサロンです。参加者15人。
発声練習から始まり、童謡等の懐かしいメロディーを、琴の演
奏を楽しみながら参加者全員で気持ちを込めて歌っています。
そのほか、脳トレや体操、嚥下運動として早口言葉を取り入れ
るなど、少しずつ活動のメニューを増やしています。
　特に参加者から好評なのが、【おしゃべりタイム】です。参
加者全員に日ごろ思っていること、気づいたことなど、テーマ
を決めずに自由におしゃべりしていただきます。自身の健康の
こと、趣味の話、若いころの昔話など、思い思いの話に、会場
は温かい雰囲気に包まれます。サロンの仲間同士、皆が笑顔に
なるとても有意義な時
間です。興味のある方、
ぜひ私たちのサロンに
参加しませんか。
　これからも、元気で
明るく楽しいサロンを
目指して活動を続けた
いと思います。

おしゃべりサロン　ラッキー楽
ら っ き ー

喜 ふれあいサロン　えんがわ
●代表　春

はる
山
やま

正
まさ
子
こ
　●活動場所　デイサービスセンター喜楽苑（青柳）

●活動日時　第１土曜日　午後１時30分から午後３時30分まで
●代表　秋

あき
野
の
敏
とし
子
こ
　●活動場所　青柳上会館（青柳）

●活動日時　毎週金曜日　午前10時から正午まで

川柳地区の地図を見ながら地域資源情報と照らし合わせていきます。

地図のイメージを検討中です。

わたしたちのまちの魅力をあなたに伝えたい
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　９月から11月にかけて児童クラブまつりが開催
されました。児童クラブ毎に支援員と子どもたちが
考えた遊びのコーナーが大人気でした。小学校の子
どもたちをはじめ、地域の皆様に足を運んでいただ
き大盛況となりました。

大盛況！！児童クラブまつり！

　八幡児童クラブは、八幡小学校の校庭にある専用施設で、総勢103人
（11/1現在）の元気いっぱいの子どもたちがつばさ組・ひかり組・けや
き組の3クラスに分かれて1年生から3年生までの子どもたちが放課後の
時間を過ごしています。
　その中でも3年生は、1・2年生のお手本となるべく、クラブの生活の
中でリーダーシップを発揮しています。毎月行うお誕生日会でも、会を
盛り上げるために3年生会議を開き、遊びの内容を支援員と一緒に決めて
いきます。お誕生日会当日は、じゃんけん列車や名前ビンゴ、ドッジボ
ールなどを行い、お誕生日の子への質問コーナーもあり、楽しい時間を
みんなで過ごしています。

児童クラブってどんなところ？
八 児 ク ブ幡 童 ラ

【問合せ】　児童健全育成課　電話 048‒924‒8722

【連絡先】地域福祉課　地域福祉担当　電話  048‒932‒6770

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、
助け合いを中心に、地域福祉の推進を目的に活動をしている住民主体の団体です。

　新田東部地区では、今年から新しい三世代交流事業として綱引き
大会を開催しました。当日は、子ども編成チーム・大人編成チーム
に分かれて、トーナメント戦を行いました。子ども編成チームでは、
「八幡小学校６年生」が４クラスでエントリーし、大人編成チームと
して、「八幡小学校PTA・先生」、「新田東部地区社会福祉協議会」、
それぞれ２チームずつエントリーしました。各チームが白熱した戦
いを繰り広げました。
　今回の優勝は、子ども編成チームでは「６年２組」、大人編成チー
ムでは「PTA・先生チーム」でした。おめでとうございます！参加
した方は「世代に関係なく楽しむことができる綱引きは、盛り上が
るからいいね！」と嬉しそうに話していました。子どもから高年者
まで、一緒に汗を流し、楽しい綱引き大会になりました。

※新田東部地区社会福祉協議会は、八幡町、弁天町、中根町を区域
としています。

新田東部地区社会福祉協議会
～三世代交流「綱引き大会」～

（令和元年10月26日（土）開催　会場　草加市立八幡小学校）

松原地区社会福祉協議会
～地域と学校がつながる「敬老会」～

（令和元年10月５日（土）開催　会場　草加市立栄中学校）

あなたの近くの地区社協

　松原地区では、今年も恒例の敬老会を開催しました。当日は、草
加市長をはじめとする来賓の方の祝辞や、栄中学校吹奏楽部・櫻川
流江戸芸かっぽれによるアトラクション、松原・草加東部地域包括
支援センターの紹介や詐欺の注意喚起などを行いました。
　また、栄中学校には、会場をお借りするだけでなく、先生や生徒
さんに準備や当日の運営にご協力をいただき開催しました。

※松原地区社会福祉協議会は、松原１丁目から５丁目までを区域と
しています。

松原地区にお住いの方で、松原地区社会福祉協議会の活動にお手
伝いをしていただける方がいらっしゃいましたら、次のところま
でご連絡ください。

活動紹介

会場内は大盛り上がり！

どっちが勝つかな～？

質問「好きな人は誰ですか？」

大きな声で「オーエス、オーエス！」

音楽でお祝い 来年もお待ちしています
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　9月８日、市内のマンション管理組合から依頼を受け、『孤独死から
考えるマンションでの暮らし方』について生活支援コーディネーター
とともに出前講座を行いました。

　孤独死に関するニュースを耳にする機会は多々ありますが、ある孤独
死に関するアンケート調査では、二人に一人が自分の孤独死の心配をし
ているという結果が出ています。
　また、近年では、30代、40代とい
う若年層の孤独死も話題に上ります。
　家族や地域社会との関係が希薄で、
他者との接触がほとんどない社会的
孤立は、誰にでも起こりうるものと
思われます。
　心配や不安を少しでも軽減して生
活するために、地域とのつながりが
今、求められています。

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
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）

　まるごとサポートＳＯＫＡ（まるサポ）は、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。

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
確保に向けた支援です。
☆対象者…次の①～③全てに該当する方

① 65歳未満で、離職日等から２年以内の方
② 常用就職を目指している方
③ 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。詳細はお問い合わ
　せください。

　まるごとサポートＳＯＫＡ（まるサポ）は、生活にお困りの方を支
援しています。
　支援内容の一つである住居確保給付金について紹介します。　令和２年２月の市民税務・経営相談

は、開所時間を拡大！ご相談をお待ち
しております！

この制度は就労支援を行い、就職を目的とした家賃補助
制度です。生活相談も含め、ご相談を受けています。

気軽にご相談ください。

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。

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。

問合せ　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！ＣＳＷです！

相談について

生
活
の
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と

気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
！

税の悩み、解決しませんか？
市民税務・経営相談をご利用ください！
２月23日は
税理士記念日

相談場所　草加市社会福祉協議会

開 所 日　令和２年２月20日（木）
開所時間　 午前９時～正午

午後１時30分～午後４時30分
相談時間　  一人概ね30分
申込方法　 事前に電話予約（前日の正午まで）
申込み・問合せ 　 関東信越税理士会川口支部

TEL　048-263-0781
FAX　048-261-2626
Ｅメール kawazei0781@gmail.com

※２月以外の開所日時は、毎月第２木曜の午後１時30分から午後
４時30分までとなります。

確定申告？
　医療費控除？

相続税？
　　贈与税？

～孤独死から考える地域とのつながり～

ＣＳＷ活動報告

分かりやすくアドバイスします。

「孤独死」は身近な問題です。

令和元年１２月１日6 そうか社協だより



介護職員募集中 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
（別途処遇改善手当あり）

※サービス提供責任者の経験がある方、大歓迎

❶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、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

 （別途処遇改善手当、夜間・
早朝・休日割増あり）
法人の基準による昇給あり

❷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

　私は75歳で車の運転をやめました。
　49年間の運転経歴に終止符を打ち、
運転免許証を返納した時は免許証と
いう勲章を失う強い寂しさや車の利
便性を考えると、断腸の思いでした。
　しかし、重大事故を起こした時のリ
スクを考え決断しました。この時期に
重大事故を起こせば人生に大きな汚
点を残し、家族に迷惑をかけ、財産も
すべて失い、そして社会から強い批判
を浴び、犯罪者としての道を歩むこと
になります。
　人生のラストステージに汚点を残す事態に陥らないために
も、返納を考えている皆様には一刻も早く、免許の自主返納
をお勧めします。

①運転免許の返納を申請
②運転経歴証明書

　近年、運動機能や判断力の低下、さらには認知症
の方による運転事故が相次いでいます。埼玉県も例
外ではなく、平成30年には3,515件もの高年者運転
による事故が発生しています。
　そういったなか、埼玉県でも65才以上の運転免許
の返納者数が増加しており、平成30年21,815人、
令和元年８月末時点で20,637人の方がドライバーの
卒業を選択されています。

私も運転免許を自主返納しました！

免許返納の流れ

市内在住　財満 征さん

『運転経歴証明書』の申請、問合せ先
草加警察署　048-943-0110（代表）
埼玉県警察運転免許センター　048-543-2001（代表）
【受付時間】 午前8時30分～午後５時15分（月～金曜日）

『運転経歴証明書』ご存知ですか？
運転免許を返納して申請すると
「運転経歴証明書」を取得できま
す。公的機関等の身分証明書と
して使用できます。

草加市在住で運転免許の自主返納を希望する高年者65
才以上の高年者

草加警察署、埼玉県警察運転免許センター

運転危険度チェックリスト

『運転免許の自主返納』
考えてみませんか？

３つ以上あてはまった方は、注意が必要です！

あてはまるものにチェックをしてください。
□ 車のキーや免許証などを探し回ることが増えた。
□ 曲がる際に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。
□ 駐車場所のラインや、枠内に合わせて車を停めることが難しくなった。
□ 急発進や急ブレーキ、急ハンドルなど、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。

浦上克哉　著　JAFMATE社刊「認知症の新基礎知識」より抜粋

「あの時、免許を
返納していれば…」

「被害者、家族、あなたが悲しむことのないように」

卒業を選択されています。
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手 話

訳通 だより

SIGN LANGUAGE
INTERPRETER 『年末年始における

手話通訳者依頼について』
　12月28日（土）から１月３日（金）までの年末年始期間中、緊急に手話通訳者が必要になった
時は次の方法でお申込みください。

緊急で手話通訳者を依頼したい時
 FAX番号 
 ０４８－９９７－４１１９（消防局）
<どんなとき>
　例）「緊急で病院へ行きたい！でも、救急車は不要」
　　　⇒手話通訳者のみの依頼
　★他の生活全般に関わる内容でも緊急の場合には対応します。
<依頼方法>
・ 住所、氏名、FAX番号、内容、日にち、時間、行き先、待ち
合わせ時間、待ち合わせ場所を書いてFAXしてください。

　⇒手話通訳者が依頼場所（病院・自宅等）へ向かいます。
　★ 事前に手話通訳が必要と分かっている場合は12月27日（金）
午後５時15分までに社会福祉協議会FAX：０４８－９３２－
６７８１又はメール：shuwa@soka-shakyo.jpへお申し
込みください。

救急車・消防車を
呼びたい時（119番通報）
FAX番号
１１９（消防局）
<依頼方法>
・ 住所、氏名、ＦＡＸ番号、状況などを
書いてFAXしてください。

　※ 手話通訳が必要な場合は「手話通訳者必
要」と書いて
ください。

★ 社協・市障がい福祉課・消防局には専用のFAX用紙（FAX119用紙）が設置してあります。ただし、上記
に提示した内容を明記してあれば、これ以外の用紙でも構いません。
★ 連休中は、午前８時30分から午後５時15分までは通訳者が常時待機しています。
　 それ以外の時間帯（午後５時15分から翌午前８時30分まで）にも対応しますが、連絡や派遣に時間がかか
ったり、手配できない場合もありますので、予めご了承ください。
★令和２年１月４日（土）は手話担当が出勤しています。６日（月）以降は通常の勤務体制（午前８時30分から
　午後５時15分まで）に戻ります。
★ ご不明な点がありましたら、手話通訳者派遣事業担当までお問い合わせください。

FAX 048－932－6781

注
意
事
項

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。

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
 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
※社会保険（週５のみ要件によって）、雇用保険（週５のみ）、労災保険完備

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

基本給　17万円　職務手当　１万円　対　象　45歳くらいまで（経験者大歓迎）
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 ＊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？～

　10月27日（日）、苗塚町会のさんま
祭りが開催されました。
　毎年、地域交流及び防災活動を目
的に開催されるこのお祭りには、今
年も家族・親子連れ、ご近所同士等、
たくさんの方々が集まりました。
　この会場に赤い羽根共同募金の募
金箱を設置し、多額の募金を集めて
いただきました。ご協力に感謝申し
上げます。
※このように町会のイベントでも募
金に取り組んでいただいております。

苗塚町会さんま祭りにて
赤い羽根共同募金に協力

62,042円を
寄付
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社協に寄せられた皆様の善意
令和元年９月５日～11月20日

　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。

氏名・名称 寄付金額

ＮＰＯ法人うるおい工房村 18,416

草加落語会 16,800

株式会社　小山建設 20,000

旭町団地自治会 8,194

草加市腎臓病患者友の会 5,000

第11回埼玉県空手道交流大会 50,000

庭野　宇吉 23,450

渡部　三郎・美智子 100,000

谷塚民謡民舞会 32,578

鳥長 12,108

明治神宮崇敬会　草加支部 5,000

ほほえみの会　会長　丸野　典子 10,000

合　　　　　計 301,546 

氏名・名称 寄付物品

内田　光子 タオル 100本

平塚製菓株式会社 食料一式

舩渡　政道 お米

匿名 切手6,974円分

匿名 お米

（敬称略　単位：円）

年末年始のお知らせ
　草加市社会福祉協議会は、12月28日から１月5日まで業
務が休みとなります。
　業務開始は１月6日からとなりますので、ご了承ください。
（松原・草加東部地域包括支援センターは、12月28日㈯と
１月４日㈯の業務を行います。）

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
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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

次号の「そうか社協だより」（第162号）は令和２年３月発行予定です。


