
令和３年度 予算

重 点 事 業（一部紹介）

　新型コロナウイルスの影響により、今までの日常生活や働き方が一変し、新しい生活様式が求め
られている一方で、人と人との関わりが激減し、孤立者や自死の増加など、コロナ禍における新た
な生活課題が浮かび上がってきました。
　未だ感染の終息が見通せない中、これまで以上に複雑かつ複合的な生活課題への対応が求められ
ていることを踏まえ、第４次地域福祉活動計画に基づき、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」の実現に向けて、地域福祉活動を推進してまいります。

●�コミュニティソーシャルワーカー（CSW）、まるごとサポート
SOKA（生活困窮者自立相談支援事業）の取り組みを推進する。

●�生活支援体制整備事業における体制強化とともに、
地域活動拠点を増やし、地域づくり支援に資する
活動強化・充実を図る。

●�本会が実施している貸付事業、住居確保や就労のための支援など、
多面的な支援の継続とともに、更なる課題の発見と課題解決に向け
た支援に取り組む。

他にも…
　新型コロナウイルス感染症の影響や社会情勢を注視しつつ、既
存事業においても、臨機応変に柔軟な事業展開を図り、地域福祉
活動を推進してまいります。

収　　入 支　　出
（単位：千円） （単位：千円）

番号 名　称 予算額 比　率

① 会費 16,826 1.6%

② 寄付金 2,298 0.2%

③ 経常経費補助金 90,939 8.7%

④ 受託金 747,141 72.0%

⑤ 貸付事業 4,969 0.5%

⑥ 事業収入 3,359 0.3%

⑦ 介護保険事業 109,526 10.6%

⑧ 障害福祉
サービス等事業 61,082 5.9%

⑨ 受取利息配当金 22 0.1%

⑩ その他 108 0.1%

合　　　　計 1,036,270 100%

番号 事業名称 金　額 比　率
① 法人運営事業 87,135 8.4%

② 企画・広報・調査・研究・
助成事業 3,864 0.4%

③ 小地域福祉ネットワーク
活動事業 27,154 2.6%

④ ボランティアセンター事業 4,417 0.4%
⑤ 障害福祉サービス事業 58,856 5.7%
⑥ ふれあい福祉相談所事業 455 0.1%
⑦ 生活つなぎ資金貸付事業 6,113 0.5%
⑧ 手話通訳事業 20,920 2.0%
⑨ 点字・声のお知らせ事業 798 0.1%
⑩ 講習会開催事業 2,350 0.2%
⑪ 指定訪問介護事業 48,969 4.7%
⑫ 福祉サービス利用援助事業 6,207 0.6%
⑬ 交通遺児基金運営事業 61 0.1%
⑭ ふれあい福祉基金運営事業 0 0.0%
⑮ 成年後見事業 22,052 2.1%
⑯ 生活支援体制整備事業 36,192 3.5%
⑰ 放課後児童健全育成事業 572,637 55.3%
⑱ 共同募金配分金事業 12,717 1.2%
⑲ 生活困窮者自立相談支援事業 39,579 3.8%
⑳ 包括的支援体制構築事業 18,642 1.8%
� 地域包括支援センター事業 37,357 3.6%
� 指定居宅介護支援事業 29,888 2.9%
合　　　　計 1,036,363 100%

※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複雑多様化した生活課題の解決に向けて ②地域づくり支援の強化

③新型コロナウイルス感染症の影響により
生活課題を抱えた方々への支援
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申込み・問合せ　総務課　電話 048–932–6770

令和２年度会員募集実績報告

（敬称略　単位：円）

町会・自治会名 金　額
コンフォール草加自治会 20,000
ローズタウン草加自治会 57,900
栄町二丁目町会 75,000
青柳志茂町会 100,000
草加ハイタウン自治会 10,000

（そうか社協だより３月号発行後、納入いただいた町会・自治会）
皆様一人ひとりのちからが地域福祉活動の実現となるために

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。市民の皆様、企業・団体等の皆様におかれましては、
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３年度 社会福祉協議会 会員募集令和３年度 社会福祉協議会 会員募集
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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３年６月15日発行

No.167
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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
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児童クラブってどんなところ？児童クラブってどんなところ？

放課後児童クラブを紹介します放課後児童クラブを紹介します

　西町児童クラブでは、111人（令和３年５月１日現在）の子
どもたちがクラゲ組、イカ組、タコ組の３クラスに分かれて、
新型コロナウイルスの感染対策を講じながら、毎日元気に生活
をしています。
　４月に入室してきた46人の新１年生たちは、児童クラブの
生活にも徐々に慣れ、２年生、３年生の上級生たちに教えても
らいながら、一緒に当番活動も始めています。
　昨年度は、行事なども例年どおりにはできませんでした。今
年度は、どのようにしたらできるのかを考えながら行事等を行
う予定です。

　５月は、家族の方へのプレゼントとして、鉛筆立てを作りま
した。「どんな色がいいかな」と、色選びに10分以上かける子や、
金色と銀色の折り紙を選んで「金銀財宝みたいだ」と嬉しそう
に折り紙を貼っていく子もいました。３年生の女の子は、上手
くシールの裏紙を剥がせない子を手伝ってあげたり、ボンドの
付け方のコツを教えてあげたりしています。また、１年生たち
が、分からないところを上級生に聞きながら作る様子を見ると、
こうした取り組みを通じて、子ども同士の関わりが増えている
ことが感じられました。
　児童クラブの中での行事やこうした取り組みは、生活の彩り
になり、支援員が大事にしたいことの１つです。制限の多い中
での生活ですが、今後も子どもたちにとっての楽しみが増えて
いくように心掛けながら、子どもたちとの生活を大切にしてい
きたいです。

【問合せ】　児童健全育成課　電話 048–924–8722

～社協が運営している17児童クラブ（分室含む。）及び支援員を紹介します。～～社協が運営している17児童クラブ（分室含む。）及び支援員を紹介します。～
西町児童クラブ� リーダー支援員　富樫千賀

金銀財宝のお宝をプレゼント勉強や遊びに大忙し…時間があっという間に過ぎていきます

クラブに帰ってきたら、アルコール消毒！

　放課後児童クラブは、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場所です。草加市社会福祉協議会
では市内 17 か所の児童クラブの運営を受託しており、令和３年度は総勢
1,400 人の子どもたちが在籍しています。（令和３年４月１日現在）
　児童クラブは、学年、個性、やりたいこと、家庭環境や生活環境も、
一人ひとり違う子どもたちの生活の場です。子どもは大人に見守られなが
ら、子どもたちの中で心も体も大きく成長します。子どもたちにとって児
童クラブが、「自分の居場所がある」「ただいまと帰ってきたいと思える」「お
かえりと笑顔で言ってもらえる」「安心して過ごせる」場所となるように、
支援員は保育を行っています。

社協が運営する児童クラブの位置
草加市社会福祉協議会運営　児童クラブ一覧

運営 番号 児童クラブ名 小学校名 所在地

指
定
管
理

① 西町児童クラブ 西町小学校 西町270（小学校内）
② 花栗南児童クラブ 花栗南小学校 花栗4-3-1（小学校内）
③ 氷川児童クラブ 氷川小学校 氷川町448（小学校内）
④ 松原児童クラブ 松原小学校 松原4-2-1（小学校内）
⑤ 谷塚児童クラブ 谷塚小学校 谷塚仲町440（小学校内）

委
　
　
託

⑥ 青柳児童クラブ 青柳小学校 青柳3-17-1（小学校内）
⑦ 稲荷児童クラブ 稲荷小学校 稲荷5-11-1（小学校内）
⑧ 川柳児童クラブ 川柳小学校 青柳7-27-30（小学校内）
⑨ 小山児童クラブ 小山小学校 小山2-8-1（小学校内）
⑩ 新田児童クラブ 新田小学校 旭町6-12-11（小学校内）
⑪ 清門児童クラブ 清門小学校 清門3-37-1（小学校内）⑫ 清門児童クラブ分室
⑬ 瀬崎児童クラブ 瀬崎小学校 瀬崎2-32-1（小学校内）
⑭ 長栄児童クラブ 長栄小学校 長栄1-762（小学校内）
⑮ 新里児童クラブ 新里小学校 新里町759（小学校内）
⑯ 八幡児童クラブ 八幡小学校 八幡町65（小学校内）
⑰ 八幡北児童クラブ 八幡北小学校 八幡町1148（小学校内）
⑱ 両新田児童クラブ 両新田小学校 両新田西町55（小学校内）
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辰井川 散歩の会辰井川 散歩の会

地域にある支え合い地域にある支え合いのの取組み取組みをを紹介します紹介します
生活支援体制整備事業

～谷塚西部地区～ ～草加稲荷地区～
見守りはがき見守りはがき

１・２共通…�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～午後7時までの間で、1日4～6時間

程度のシフト制です。
３・４共通…�４週８休の勤務（シフト制）となります。�

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

※�就業時間の見直しにより、勤務時間や週休日数が変更となる場合があります。�
予め、ご了承ください。

　本会指定の履歴書を氷川町事務所にご持参ください。
　履歴書は本会HPから印刷または、下記事務所にてお渡しできます。

勤務時間について勤務時間について 児童クラブ問合せ・申込受付児童クラブ問合せ・申込受付

草加市氷川町2151-11　赤羽ビル1階
電話 048–924–8722
（平日午前９時～午後５時まで）

児童健全育成課（氷川町事務所）

応募資格：① �18 歳から 49歳まで（高卒以上）
②�いずれかの資格（放課後児童支援員認定
資格、保育士、教員、社会福祉士等）を
お持ちの方�
①②の条件を満たす方が対象となります。

基 本 給：本会給与規程による　※前歴換算あり
賞　　与：3.39 か月（令和 2年度実績）
そ の 他：�地域手当、資格手当（放課後児童支援員認定

資格取得者のみ）ほか、社会保険、雇用保険、
労災保険、福利厚生、退職金積立を完備

３ 正規職員

年　　齢：64 歳まで（高卒以上）
基 本 給：18 万円（昇給あり）
賞　　与：1.95 か月（令和 2年度実績）
資格手当：�2,000 円（月額）�

放課後児童支援員認定資格取得者のみ
そ の 他：�社会保険、雇用保険、労災保険、福利厚生

完備

４ 嘱託職員
年　　齢：64 歳まで（高卒以上）
時　　給：960 円～（令和 2年度実績）
勤務日数：�週４～５日程度（夏休み中）

２ 登録職員
年　　齢：64 歳まで（高卒以上）
時　　給：960 円～（令和 2年度実績）
賞　　与：あり（契約要件等により異なる）
勤務日数：�週 5 日（週 5日以外は要相談）
そ の 他：�社会保険（週 5日のみ要件による）、�

雇用保険（週 5日のみ）、労災保険完備

１ 臨時職員

放課後児童クラブ放課後児童クラブ
職員募集職員募集

～子どもたちと一緒に過ごしませんか？～

　谷塚西部地区では、地域の課題を考え、解決を目指す話し合いの場として、令
和元年９月に第２層協議体が発足しました。その活動の中に『これからも、自分
らしくいつまでも元気で暮らせる地域をつくりたい』「コロナ禍でも誰でも行け
る集いの場所がほしい！」「閉じこもりにならないフレイル予防の活動をしたい。」
との地域の声を受け、地域住民や介護事業所職員、地域包括支援センター職員、
本会の生活支援コーディネーターが話し合い、コロナ禍でも集まれる『辰井川散
歩の会』を開催しました。みなさん、できたてのマッ
プを片手に、楽しくお話をしながら散歩していました。

　草加稲荷地区では、第２層
協議体の取組みとして、ふれ
あいサロンIMAいなりを運営
しています。昨年は、新型コ
ロナウイルス感染症の影響を
受け、集う形のサロン活動が
難しく、お休みすることが多
くありました。サロンを通し
て、繋がった地域の方々との
縁が切れないように、年末に
アンケートを付けた往復はが
きの年賀状を送ることにしま
した。アンケート結果は、今
後のIMAいなりの活動に生か
していきます。

辰井川お散歩マップも
作成しました！

集合場所：�谷塚仲町会館　13：30スタート�
どなたでも参加できます。�
途中合流や途中帰宅もOKです。

辰井川 散歩の会辰井川 散歩の会
毎月　第4火曜日開催　（雨天中止）

送付した年賀状

年賀状の送付作業をしているところ

夏休みのみの短期可（７/１〜）

●�時間外手当あり
●交通費全額支給（上限あり）

●有給休暇付与※（本会規程による）
●特別休暇付与※（本会規程による）

その他 1.2.3.4. 共通（２は※部分除く）

詳細は下記HPをご覧ください

散歩はリバーサイド散歩はリバーサイド

問合せ　地域福祉課　生活支援担当　　電話 048–932–6770
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『地域の担い手研修』開催します『地域の担い手研修』開催します
　高齢化が進む中、総合事業（※）と呼ばれる支援者向けの
介護サービスには、市民の皆様による支え合いや助け合いの
力が必要とされています。
　そこで、この総合事業の担い手を養成するための研修を次
のとおり開催します。
　ボランティア活動に興味のある方、地域で何かしてみたい
と考えている方は、ぜひこの機会にご参加ください。
　この研修を修了すれば、担い手となることができます。（介
護福祉士・看護師などは研修免除となります）

※�　草加市介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）
では、要支援1.2の認定を受けた方などを対象に、既存
の訪問介護・通所介護事業所に加えて、民間事業者や
NPO法人、ボランティア団体などが訪問介護や通所介
護のサービスを提供する担い手として参画することがで
きます。
　�　通所介護の一例として、ボランティアが中心となり、
地域の方が参加し、お茶を飲んだり、おしゃべりをしたり、
気軽に集まる地域の居場所を提供するものもあります。

日　　時：�令和３年７月13日（火）・14日（水）（２日間）�
午前10時～午後３時30分

会　　場：�草加市文化会館
内　　容：�地域共生社会、介護保険制度や総合事業、高年者

の心身の特徴及び認知症の理解など
定　　員：�40人
申込期限：�令和３年６月30日（水）�

（土・日・祝日を除く）

問合せ・申込み　地域福祉課　生活支援担当　　電話 048–932–6770　FAX 048–932–6779

　新型コロナウイルスの影響で中止する場合があります。あらかじめ
ご了承ください。

　いつまでも、住み慣れた地域で暮
らし続けるためのヒントを、川越教
授から学びます。

【これからの
� 地域共生社会】

埼玉県立大学　川越雅弘教授

～「聴く」ことを学んでみませんか～

講座の一コマ

地域デビュー
しよう！

　傾聴ボランティア養成講座（初級）の受講生を募集します。
　コミュニケーションにおいて「聴く」ことはとても重要な要素です。「聴く」
を学び、傾聴ボランティアとして活動してみませんか。

日　　時　�令和３年７月20日（火）�
午後１時～午後４時30分

会　　場　草加市文化会館　レセプションルーム
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）

として活動できる市民の方
受 講 料　無料
定　　員　25人
申込締切：令和３年７月15日（木）

傾聴ボランティア養成講座（初級）

布の受け渡し・完成したランチョンマットの預かり場所は、
「地域の憩いの場さかえーる」となります。開所時間に直接
お越し下さい。

【地域の憩いの場さかえーる】
　住　所：草加市栄町一丁目１番14号
　開所日：月曜～木曜�午前10時～午後３時、金曜�午前10時～正午

　草加市内の子ども食堂「こども応援団マイカ」では、小学校の新一年生に、給食で使
用する手作りランチョンマットをプレゼントしています。「初めての学校生活で緊張の
中、給食の時間は楽しく過ごしてもらいたい」という思いから、
生まれた活動です。
　さかえーるでは、この活動に賛同し、「ランチョンマット」を
縫うお手伝いをしてくださる方を募集します。子どもの笑顔作
りの応援をしませんか？

ランチョンマットありがとう！
（令和２年度の作品）

「手作りランチョンマット」「手作りランチョンマット」のの作り手募集！作り手募集！

　例年、金婚をお迎えになられましたご夫
婦を対象に、金婚式を開催していましたが、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
式典の開催については検討中です。
　今年度の取り組みにつきましては、社協
だより９月号で改めてご案内させていただ
きます。

結婚５０年結婚５０年
金婚おめでとうございます。金婚おめでとうございます。

対象者
昭和46年に結婚した夫婦
（１月１日～ 12月31日）
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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、56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

　私たちは、平成16年からこのサロンを続けています。
　ラジオ体操の第一、第二、みんなの体操を行い、ストレッチ運動
に取り組んでいます。参加者は、常時10人程度ですが、体を動かす
ことで日々の健康づくりに努めています。
　参加者からは、「みんなと会えることがうれしい。楽しみ。」「体操
を始めて歩くことが苦にならなくなった。」「体力がついた。」などの
うれしい反響もあり、スタッフの励みになっています。
　ほかにも体操だけではなく、春と秋に『お楽しみ会』を開催して
います。専門の料理の先生にも来ていただき、野菜、お肉を中心に
栄養バランスの良い料理を作り、スタッフと参加者で一緒にいただ
くイベントです。その際は、認知症にならないメニューを取り入れ
るなど、皆に喜んでもらえるよう、毎回企画の段階から、スタッフ
全員で会議をしています。
　現在はコロナ禍にあり、『お楽しみ会』の開催は、難しい状況では
ありますが、日常が戻り、
みんなが集まれるようにな
ったら、ぜひ開催したいと
思います。
　笑顔あふれる気軽に参加
できるサロンです。あなた
も一緒に参加してみません
か。興味のある方は、是非
一度見学にお越しください。

　平成19年に始まったサロンには、毎回20人前後が集い、賑やか
なひと時を過ごしております。
　活動内容は、新年の干支や季節に合わせておひな様、クリスマスグ
ッズなどを折って玄関先に飾ったり、ベストや靴下などの編み物、ま
た、３月のひなまつりには、彩り鮮やかな花ずしを作ったりと和気あ
いあい幅広く活動しています。
　サロンで何かを取り組む時、その分野について得意とする町会の
方に、講師役をお願いしております。身近な人が講師なので、和や
かな雰囲気で活動できるのもいいですね。1つの作品を作り上げた
時の会員一人ひとりの達成感に満ちた笑顔が印象的で、私たちスタ
ッフがとてもやりがいを感じる瞬間でもあります。
　また、通常のサロン活動以外にも暑気払い、忘年会、新年会など
も実施して会員同士の
楽しい交流の機会とな
っています。
　現在はコロナ禍にあ
り、なかなか開催が難
しい状況ですが、地域
の皆さんが楽しみなが
ら息抜きのできるサロ
ンとして、この活動を
続けていきたいと思っ
ております。

宮沼ふれあい会 サロン松江
●代表　保

ほ
坂
さか
　早

さ
苗
なえ

●活動場所　弁天公園、八幡コミュニティセンターほか
●活動日時　毎週火・木・土曜日　午前８時30分～午前９時

●代表　藤
ふじ
波
なみ
　芳
よし
子
こ
　●活動場所　松江中央町会会館

●活動日時　月１回、第１金曜日　午後１時30分～午後３時30分
●参加費　1回�100円

【問合せ】　地域福祉課 地域福祉担当　電話 048–932–6770

曲に合わせて、イチッ、ニッ、曲に合わせて、イチッ、ニッ、イチッ、ニッイチッ、ニッ 上手にできました～！上手にできました～！

No.69

この夏この夏、、始める始める

体験学習体験学習

【問合せ・申込み】　地域福祉課 ボランティア担当　電話 048-932-6772

～新しい自分に出会
うため～

～新しい自分に出会
うため～

｢点字・手話親子体験｣｢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。
夏休みを機会に、親子で点字・手話を学びませんか。

○日　時　 ◦手話体験　令和３年８月７日（土）�
　　　　　　午前10時～正午�
◦点字体験　令和３年８月21日（土）�
　　　　　　午前10時～正午

○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５組
○持ち物　筆記用具・飲み物等
○申込み　６月15日（火）～　定員になり次第締切り

夏休み期間中に、親子で体験学習に参加しませんか？夏休み期間中に、親子で体験学習に参加しませんか？
やってみたい！という気持ちがあれば大丈夫。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、きっと素敵な体験になります。始めてみたら、きっと素敵な体験になります。

点字と手話を
体験しよう

　新型コロナウイルスの影響で中止する場合があります。予めご了承くだ
さい。
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皆様の困りごとを、解決に向けて一緒に考えていきます。お住いの地域ごとに担当者が配置されています。

些細なことでもお気軽にご相談ください！些細なことでもお気軽にご相談ください！

問合せ　コミュニティソーシャルワーカー
電話�048-932-6770　FAX�048-932-6779　E-mail：csw-welfare@soka-shakyo.jp

ＣＳＷＣＳＷ��ですです

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
午前８時30分～正午・午後１時～４時（土・日・祝日を除く。）
E-mail：jiritu-pc1@kuc.biglobe.ne.jp

まま るる ササ ポポ

（生活困窮者自立相談支援窓口）

申込み・
問合せ先

他にも生活にお困りのことについ
てさまざまな相談を受け付けてい
ます。

　まるごとサポート
SOKA（まるサポ）は、
草加市の受託により、
本会が実施している
相談窓口です。（相談
無料・秘密厳守）

☆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☆

こんな悩みはありませんか？

住居確保給付金
就労支援をしながら一定期間、家賃相当額※を支給します。
※支給には要件・金額の上限があります。

“家賃の支払いに困っている”

就労支援
ジョブスポット草加（ハローワーク）と連携しながら個々の状況に応じた
就労支援を行います。

“働きたいけど仕事が見つからない”

就労準備支援事業
「社会にでることが不安」などすぐに就労が困難な方には、基礎能力を養い
ながら就労に向けた支援を行います。

“しばらく仕事から離れている”

子どもの学習支援
学習教室を開催し、進学に向けた支援や学校の勉強の復習等を行います。また、
家庭訪問等により、子どもの学習支援や養育に関する相談支援等も行います。

“子どもの勉強が心配”

気軽に
ご相談ください

まるごとサポートSOKAまるごとサポートSOKA

私たちにご相談ください！

「お知らせ」

そうか成年後見そうか成年後見
サポートセンターサポートセンター

～住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように～

～権利擁護に関する相談支援機関です～

こんな不安はありませんか？

　そうか成年後見サポートセンターでは、ご高齢の方や障がいをお持
ちの方などで、日常生活上の判断や財産管理などにお困りの方の、成
年後見制度や福祉サービス利用援助事業（あんしんサポートねっと）、
その他権利擁護に係る様々な生活相談を受付けています。
　電話・来所相談のほか、訪問も可能です。お気軽にご相談ください。

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）

●�福祉サービスを�
利用したい
●�生活費の管理や�
支払いが不安

●�預貯金や不動産の�
管理が不安
●�成年後見制度に�
ついて知りたい

●�自分の今後が不安
●�障害のある子供の�
将来が心配

●�近所の一人暮らしの�
方が心配

●�親が認知症で心配

こんにちは！

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。

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。

　今年の2月19日に予定していたCSW講演会
「地域で困っている人を見つけたら、あなたはど
うする？」は、現在、動画配信によるオンライ
ン講演会を検討しております。９月発行の社協
だよりに改めてオンライン講演会の詳細を掲載
する予定です。

地区名 お住まいの地域 担当
草加川柳 青柳1 ～ 8丁目・青柳町・柿木町

鈴木
新田東部 八幡町・弁天1 ～ 6丁目・中根1 ～ 3丁目・松江1 ～ 4丁

目・栄町1 ～ 3丁目
草加稲荷 稲荷1 ～ 6丁目・松江5 ～ 6丁目

草加東部 神明1 ～ 2丁目・住吉1 ～ 2丁目・手代1 ～ 3丁目・中央
1 ～ 2丁目・高砂1 ～ 2丁目・吉町1 ～ 5丁目

谷塚東部 瀬崎1 ～ 7丁目

橋本谷塚中央 谷塚町・谷塚1 ～ 2丁目

谷塚西部 柳島町・遊馬町・新里町・両新田西町・両新田東町・谷
塚上町・谷塚仲町

草加西部 草加1 ～ 5丁目・西町・氷川町

市川新田西部 新栄1 ～ 4丁目・長栄1 ～ 4丁目・清門1 ～ 3丁目・新善
町・金明町・旭町1 ～ 6丁目

草加安行 原町1 ～ 3丁目・北谷1 ～ 3丁目・北谷町・苗塚町・花栗
1 ～ 4丁目・小山1 ～ 2丁目・松原1 ～ 5丁目・学園町

鈴��木

橋��本

市��川



令和３年6月 15日 7そうか社協だより

「手洗い」「うがい」は自分を守る一番の感染対策「手洗い」「うがい」は自分を守る一番の感染対策
ウイルスや細菌から身を守ろう！

考えてみよう、災害への備え考えてみよう、災害への備え
　コロナ禍のなかでも、大地震や台風などの自然災害はいつ起こるか分かりません。
　これまでと同じ避難のあり方では、密閉した空間に大人数が密集し、密接する距離となる、「３密」の条件がそろいやす
く、十分なスペースの確保が難しくなります。
　避難とは、「難」を「避」けることです。
　「３密」を回避し、安全を確保する為、自身の生活環境に合った避難について、日頃から考えておきましょう。

　新型コロナウイルス禍において、日頃から毎日の生活の中で感染予防や対策を心がけていると思います。改めて、感染対策
の基本である「手洗い」と「うがい」をおさらいしていきましょう。
　新型コロナウイルス感染症だけでなく、ほかのウイルスや細菌による感染症の予防策にもなります。

手洗いは感染対策の基本です。次の「正しい手洗い」をしっかり実践しましょう。

うがいは、のどが本来持つ防御機能を高めるとともに、物理的な洗浄効果があります。
さらに、うがい薬を使えば殺菌効果によって口の中やのどの清潔を保つことができます。

うがいの仕方  

手洗いの仕方（「正しい手洗い」は、洗い終えるまで30秒かかります。）  

＜風水害＞浸水区域にお住まいの方
＜地　震＞火災や倒壊等の恐れがあり、自宅にいることが危険な方

※�自宅が浸水区域に該
当するかを確認して
おきましょう。

色付きの部分は、特に洗い残し
が多いところです。
意識して、丁寧に洗いましょう。

これらに該当する場合は、②・③の避難方法を検討しましょう。

避難編

①在宅避難
◦�自宅で安全を確保できる場合は、
在宅避難を検討しましょう。
◦�周囲が浸水している場合は、自
宅の２階以上への避難が有効で
す。（垂直避難）

②親戚や友人宅等への避難
◦�安全が確保できる親戚･知人の家や
ホテルなどへ避難することも検討
しましょう。
※�普段から、親戚や知人と連絡を取
り合い、災害時に身を寄せてよい
か相談しておきましょう。

③避難所への避難
◦�市町村が災害時に開設す
る指定避難所を事前に確
認しておきましょう。
※�周囲が浸水してからの外
への避難は危険ですので
やめましょう。

手 い洗

う いが

うがいの効用
◦ 適度の刺激が粘液の分泌
や血行を盛んにする。

◦ のどに潤いを与え、粘膜の
働きが弱まるのを防ぐ。

◦ ホコリなどを粘液ととも
に上気道から洗い流す。

◦ 口腔粘膜への細菌の付着
を抑え、定着しにくくする

◦ セキを抑え、タンを除去す
る。のどの痛みを抑える

◦ 口臭の元になる汚れを除
き、口臭の発生を防ぐ

◦ かぜの予防効果が実証さ
れている

◦ のどや口腔を消毒する※
◦ 虫歯を予防する※
� ※うがい薬使用時

手の甲 手のひら

❶手と手首を水で
濡らしてから、石
けんをつけ、手の
ひらをよくこする。

❷指先、爪の間を
念入りにこする。

❸手の甲をのばす
ようにこする。

❹指の間を洗う。 ❺親指を手のひら
で握り、ねじり洗
いをする。

❻手首を洗う。 ❼流水でしっかり
流す。

❽清潔なタオルや
ペーパータオルで
よく拭き取る。

10秒間10秒間 15秒間15秒間 15秒間15秒間

口の中で口の中で
「ブクブクうがい」「ブクブクうがい」

上を向いて上を向いて
「ガラガラうがい」「ガラガラうがい」

もう一度もう一度
「ガラガラうがい」「ガラガラうがい」

問合せ　新田東部地域包括支援センター　　電話 048–932–6775
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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　（１）介護保険サービス

時給　�身体介護　1,650 円�
生活援助　1,350 円

（２）障害福祉サービス
時給　�身体介護　1,730 円�

生活援助　1,430 円
（１）、（２）ともに、処遇改善手当を
含む。

その他　�夜勤なし�
※上記のほか、夜間・早朝・休日割増あり

登録訪問介護員

問合せ・申込み　介護課介護サービス担当　電話 048–932–6777

介護職員募集介護職員募集

【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
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・変更となる場合があります。予めご了承ください。

（そうか社協だより３月号発行後、納入いただいた町会・自治会）

手 話

訳通 だより

SIGN LANGUAGE
INTERPRETER

「聴覚障がい者のひろば」

「聴覚障がい者のひろば」

「手話講習会」

日　時　�令和３年８月29日（日）�
午前10時～午後12時30分（午前９時45分受付開始）

会　場　谷塚文化センター　第１・２学習室
内　容　�新型コロナに関する内容の講演
対象者　�聴覚障がい者及び音声又は言語機能障がい者

やその家族、聴覚障がい福祉関係者等
定　員　35人（事前申込み制）
参加費　無料
※手話通訳・要約筆記がつきます。

　『認知症サポーター』とは、認知症を
正しく理解し、自分のできる範囲で認知
症の方やその家族を温かく見守る応援者
のことです。
　一人でも多くの方に認知症を正しく理
解してもらい応援者が地域にたくさん増
えることを目指して実施します。誰もがなりうる認知症、
皆が安心して暮らせるやさしい地域を一緒に作っていきま
せんか？ご参加、お待ちしています。
日　時　�令和３年７月29日（木）午後６時30分～８時
会　場　�草加市文化会館　レセプションルーム
定　員　�30人
申込み　�６月21日（月）～（定員になり次第締切り）
※�新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止・変更となる場合
があります。予めご了承ください。

受講した方には認知症サポーターの証で
あるオレンジリングとサポーター証をお
渡しします。

夜間開催

問合せ・申し込み　新田東部地域包括支援センター　電話 048–932–6775

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

対　象　者　�手話を初めて学ぶ方。草加市在
住、または在勤の方。

日　　　程　�令和３年９月２日～令和４年�
３月10日の毎週木曜日

時　　　間　�午前９時30分～11時30分
会　　　場　�草加市文化会館　ほか
定　　　員　�35人（応募多数の場合は抽選）
受　講　料　�無料。ただしテキスト代（税込み

3,300円）はご負担いただきます。
申込み方法　�令和３年度草加市手話奉仕員養

成講座「入門」受講申込書に必

要事項を記入し、郵送または持
参してください。
　受講申込書は本会のほか、草
加市役所・草加市文化会館・草加
市立中央公民館にて配布します。
　また、本会ホームページから
受講申込書をダウンロードでき
ます。

申込み期間　�７月20日（火）～８月６日（金）�
【必着】

申 込 み 先　�社会福祉法人草加市社会福祉協
議会

令和２年度
地域歳末たすけあい募金実績報告

町会・自治会名 金額
ローズタウン草加自治会 19,300

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座

次号の「そうか社協だより」（第168号）は令和３年９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。）

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

草加川柳地区民生委員・児童委員協議会 42,000

花栗町親交会　代表　生田目　ユキ子 24,267

株式会社ドッグ 10,981

旭町団地自治会 6,282

虹の会　代表　藤田　ハマ 6,494

江口　朔治 100,000

庭野　宇吉 27,660

椛島　幸夫 10,000

匿名 3 件 520,000

合　　　　　計 747,684

氏名・名称 寄付物品

明治神宮崇敬会　草加支部 洗剤一式

小池　梨沙 アルコールジェル
250㎖　25 本

平塚製菓株式会社 食料一式

匿名 切手 3,171 円分
はがき 2,003 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社協に寄せられた皆様の善意
令和３年３月４日～令和３年６月３日

（敬称略　単位：円）

●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（ボランティアセンター）
●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（指定居宅介護支援事業所）
●高年者に関する総合相談（電話・来所）
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（新田東部地域包括支援センター）
担当地域　栄町・松江（一〜四丁目）・八幡町・中根・弁天
●福祉に関するCSWへの相談（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　048－932－6770
●成年後見制度等に関する相談（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（成年後見サポートセンター）
●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）
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
　　　（令和３年12月まで、電話相談となります。）
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

※ふれあい福祉相談は休止中です。


