
問合せ　埼玉県共同募金会 草加市支会　電話 048–932–6770

販 売 額：�１枚　各１,000円�
（このうち、500円が募金になります。）

販売期間：�令和３年10月１日（金）�
� ～令和４年３月31日（木）

販売場所：�埼玉県共同募金会草加市支会� �
（草加市社会福祉協議会事務局内）

　今年も赤い羽根共同募金運動が始まります。
　市民のみなさんには、町会・自治会を通じて募金の呼びかけをします
ので、ご協力をお願いいたします。
　また、スマホから簡単に募金ができますので、ご利用ください。
　なお、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。

図書カード・クオカードの購入でも
募金ができます。

スマホから募金を寄付する方法

10月1日から

クオカード

図書カード図書カード

赤い羽根共同募金運動赤い羽根赤い羽根共同募金運動共同募金運動が始まります
ご協力お願いします！ テーマ「つながりをたやさない社会づくり」

今号の社協だよりは、赤い羽根共同募金の配分金を活用して発行しています。

画面の指示に従
って、ログイン
してください。

氏 名・ 住 所・
電話・メール
アドレス等を
入力します。

寄付選択画面
から寄付金額、
寄付する地域
「埼玉県」「草
加市」を選び
ます。
寄付金の使い
みちも選択で
きます。

入力内容を確
認し、OKであ
れば、【この内
容で寄付する】
をタッチして
ください。

支払い方法を
次の中から選
択します。
クレジットカ
ー ド、 コ ン ビ
ニ 支 払、 ペ イ
ジーインター
ネットバンキ
ング等

これで寄付は
完了です。
コンビニ支払
の場合は、中
央共同募金会
からメールが
届きます。

１ ４

２ ５

３ ６

募金はこちら

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３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.168
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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問合せ・申込み　地域福祉課 生活支援担当　電話 048–932–6770

会　　場　草加市立中央公民館　第１・２講座室
テ ー マ　�シニア活躍の場の創出×地域の困りごとの解決
内　　容　�①講演「地域づくりは自分の手で（仮）」�

　講師　みんなの保健室陽だまり　代表　服
はっとり
部　満

ま
生
き
子
こ
氏�

②パネルディスカッション�
　「居場所づくり編／生活の困りごと解決編／福祉につながる農業編／地域で子どもを育てる編」�
③意見交換

申込期間　９月15日（水）〜 10月15日（金）

日　　時　10月26日（火）　午前10時〜午後12時30分（受付開始　午前９時30分）

男性大募集！！
「人とのつながりづくり」「人とのつながりづくり」
「人の役に立つこと」「人の役に立つこと」
仲間を作って一緒に始めませんか？仲間を作って一緒に始めませんか？

「ありがとう」の花を
咲かせませんか？

高齢化が進み、人生１００年時代といわれるようになりました。
地域の中で居場所を作り、生きがいを持つことが、人生100年時代を充実させるコツだと言われています。
また地域には、さまざまな課題や困りごとがあります。
例えば、「足が不自由で買い物に行けない」「草木の手入れができなくて困っている」「1人暮らしでさみしい」などなど…。
そんな困りごとを解決するために、地域ではさまざまな支え合いの活動が生まれています。
この勉強会では、生き生きと地域活動をしている先輩シニアの方々の話を聞き、地域に必要な活動について話し合います。
これからの暮らしや生き方のヒントを見つけに、ぜひ一度気軽な気持ちでご参加ください。

人生１００年時代。
家庭や仕事以外の居場所・生きがいづくりを一緒にする仲間を作る勉強会を開きます。

プラチナシニア
地域づくり応援プロジェクト



生活支援コーディネーターがゆく生活支援コーディネーターがゆく

松原団地記念公園松原団地記念公園
ラジオ体操の会ラジオ体操の会

高年者の高年者の
元気応援！お茶会元気応援！お茶会

～草加安行（松原）地区～ ～新田西部地区～
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金婚のお祝いに記念写真をどうぞ 　例年75歳以上の市民を対象に
ご長寿のお祝いとして、式典を開
催している地区もありましたが、
今年度も新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、式典は中止とし、
敬老お祝い品の配布等を行う予定
です。
　なお、配布等の時期は、新型コ
ロナウイルス感染拡大防止を考慮
し、地区ごとに異なります事をご
了承ください。（予定が変更にな
る場合があります。）

　金婚を迎えられたご夫婦を対象に金婚式を開催しておりましたが、今年度も新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、式典を中止します。
　そのため、金婚のお祝いとして次の写真館・スタジオでご夫婦の写真（キャビネットサ
イズ）を1ポーズ撮影できる無料券を用意しました。
※2ポーズ目以降は有料です。

敬 老 会～～ご結婚50年おめでとうございますご結婚50年おめでとうございます～～

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

対 象 者

申 込 み

写真館・
スタジオ

昭和46年（１月１日～ 12月31日）に結婚した夫婦
・高砂スタジオ（高砂二丁目21番35号）�
・横田写真館（高砂二丁目17番10号）�
・草加写真スタジオ（草加一丁目18番24号）�
・ボアスタジオ（栄町三丁目1番22号）�
・ホッタスタジオ（谷塚町591番地）
申込書を草加市社会福祉協議会に郵送または持参。
９月16日（木）～ 10月29日（金）消印有効。� �
（申込書は、草加市社会福祉協議会及びコミセン等
で９月16日から配布予定）

　７月下旬、松原団地記念公園ラジオ体操の会にお
じゃましました。連日真夏日が続いていましたが、
この日の朝はひんやりとした風が通り、とてもさわ
やかで気持ちのいい朝でした。
　松原団地記念公園ラジオ体操の会は、朝のラジオ
体操を通して地域の健康づくりを応援している団体
です。活動は今年で７年目に入り、子どもから高年
者まで幅広い世代の方に親しまれています。この日

は92人の方が参加され、広い公園でのびのびとラジオ体操をして、気持
ちよく一日をスタートされている姿がとても印象的でした。また、この
活動に対して草加松原郵便局がスタンプカードとのぼり旗を無償提供す
るなど、地域の支え合いの輪が広がるきっかけにもなっています。
　何か気軽に新しいことを始めたい、体を動かしたいけど激しい運動は
ちょっと…という方には、ぴったりな活動ではないでしょうか。

　新田西部地区の高年者が、元気で暮らし続けるた
めのアイディアについて話し合う「高年者の元気応
援！お茶会」が、令和３年２月から始まりました。
その中で、「おしゃべりしたいだけでは集まりづらい。
何かやることがあるといい。」という意見があがりま
した。
　早速、７月初めにお茶会のメンバーで、ゴミ拾い
をしながらウォーキングをやってみることにしまし

た。途中、下校中の小学生に「ゴミを拾ってくれているのですか？あり
がとうございます。」と声をかけられました。散歩するだけではなく、「ゴ
ミ拾い」も併せて行うと、コミュニケーションのきっかけになることが
分かりました。
　実際に、ゴミ拾いをしたお茶会メンバーからは、「一人でゴミを拾うよ
り、誰かと一緒に出来ると楽しい」「汗をたくさんかいた。ゴミ拾いはス
ポーツだった。」という感想がありました。
　今回の活動を活かしながら、新田西部地区の高年者が元気で暮らし続
けるためのアイディアを話し合っていく予定です。

日　時：毎朝６：30～
会　場：�松原団地記念公園�

（雨天時は20号棟オープンスペースとなります）
参加費：無料

問合せ　地域福祉課 生活支援担当　電話 048–932–6770

広い公園でさわやかに。 道路沿いをゴミ拾い。ラジオ体操後には太極拳もやっています。 こんなにたくさん拾いました。

生活支援コーディネーターが、地域の支え合い活動を紹介します

生活支援コーディネーター
市　川

生活支援コーディネーター
笠　井

松原団地記念公園
ラジオ体操の会

ゴミ拾いは
スポーツだ！



「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！
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布の受け渡し・完成したランチョンマットの預かり場所

車で来所される場合
●�点線の矢印から、入ってください。
●�生垣沿いに２台分、さかえーる用
の駐車スペースあり� �
（さかえーる用の駐車スペース利
用の場合は、スタッフに声をかけ
てください）

●�駐車スペースが満車のときは、裏
のコインパーキングを利用してく
ださい。（無料券なし）

【地域の憩いの場さかえーる】
所在地：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１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。
　さかえーるを拠点に活動している新田東部地区第２層協議体は、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ています。

　６月号の社協だよりに、「手作りランチョンマットの作り手募集」記事を掲載したところ、378枚のランチョンマッ
トを寄付していただきました。（７月28日現在）
　引き続き、「手作りランチョンマット」の作り手を募集しています。子どもの笑顔づくりの応援をしませんか。

問合せ　地域福祉課 生活支援担当　電話 048–932–6770

段ボールいっぱいに集まりました！

作っていただいたランチョンマット

　待ちに待った夏休み。今年はいつもの長い夏休みです。
　児童クラブに来る子どもたちの中には、朝８時から夜７時ま
で過ごす子もいます。長い夏休みだからできるような継続した
取り組みも準備して、毎日児童クラブに通うのが楽しくなるよ
うに計画しました。
　夏休み最初の企画として「折り染め」をしました。半紙大に
切った障子紙を蛇腹に折るところから始めましたが、うまく６
等分に折る事ができません。上級生に手伝ってもらいながら折
ったあと、三角に折り畳むのですがこれも難しい…。
　なんとか折り上げた小さく畳まれた紙を持って、ようやく染
める準備完了！８色の中から自分で選んだ色に染めてゆっくり
と広げ、不思議な染め模様が現れると、「わ～」と感動の声が
あがります。次々と染められてズラリと干された作品を見て、

「この色、綺麗だね！」「これ好き～」「どうやったらこんな模
様になるんだろう？」など、仲間の作品を見て感想を話してい
ました。翌週にはこの折染めを使ったうちわやペン立ても作り、
出来上がった大作に嬉しそうな子どもたちでした。

　子どもたちはこういった特別な取り組みも好きですが、普段
から楽しんでいる遊びを、長時間楽しめるのも嬉しいようです。
　レゴではいつもより凝った大作を作り、ままごとでは本格的
なお店屋さんが開店します。残念ながら外遊びは、熱中症指数
によって虫捕り程度に制限していましたが、子どもたちと一緒
に楽しい夏休みを過ごしました。

夏休みの思い出、きれいに染まりました。

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？

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児童クラブを紹介します。～
稲荷児童クラブ
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　毎年11月に開催している【福祉まつりin草加】については、
去る、6月3日に実行委員会を開催し、実行委員の皆様と話し合
いました。
　その結果、新型コロナウイルス感染拡大の収束が見られないこ

とから、昨年度同様、開催中止を決定いたしました。
　毎年、ご支援・ご協賛をいただいております関係の皆様には、
ご理解いただきますとともに引き続きのご協力を賜りますようお
願い申し上げます。

【第28回  福祉まつりin草加】の開催中止のおしらせ【第28回  福祉まつりin草加】の開催中止のおしらせ

～デイジー図書を体験しよう～

プレクストーク操作研修を開催
ボランティアスキルアップ講座

　デイジー※1図書の普及・促進を図るため、視
覚障がい者の方等を対象にプレクストーク※2の
基本操作を学びます。
　初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。

※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

　地域でボランティア活動をしている人向けに、スキルアップ講座を
開催します。

日　時　10月13日(水)　午後１時30分〜午後３時30分
会　場　草加市文化会館　実習室
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、締め切り）
申込開始　９月15日（水）

日　　時　11月19日（金）午後２時〜午後４時
会　　場　草加市文化会館　第１・第２研修室
受 講 料　無料
講　　師　草加市社会福祉協議会職員
定　　員　20人（定員になり次第締切ります。）
内　　容　�「成年後見制度について」� �

成年後見制度とは？後見人はなぜ必要なの？制度の学び
を深めるとともに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　９月15日（水）

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

No.70

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

　私たちのサロンは、グラウンドゴルフを中心に、谷塚第６公園や谷塚
第２児童公園等の清掃活動にも取り組んでいます。清掃活動については、
ペットボトルやマスク、菓子の袋などを拾ったり、草むしりをしています。
思いのほか、毎回多くのゴミが落ちていることに驚かされます。
　きれいな公園でグラウンドゴルフを楽しむことで、各々、グラウンド
ゴルフの腕も日々上達しており、参加者の方からは、「足腰が丈夫になっ
た」「体力がついた」などと声をかけてくれる方もいらっしゃるので、私
としてもうれしい限りです。
　今後も、皆がいつま
でも健康でいられるよ
う、このサロン活動は
続けていきたいと思い
ます。他に、グラウン
ドゴルフを始める前に、
頭の体操や健康体操な
ども行い、楽しく参加
者同士の交流を図って
います。興味のある方、
まずは、気軽に参加し
てみませんか。あなた
の参加を心よりお待ち
しております。

　このサロンを立ち上げたきっかけは、地域で１人寂しく食事をしてい
る方に対し、少しでも楽しい時間を過ごしていただけたら…という思い
からでした。
　現在、参加者13 ～ 15人、皆でおいしい食事をしながら、和気あいあ
い歓談する会食会を開催しています。
　現在コロナ禍の中にあり、活動を自粛していますが、普段は、買って
きたお弁当を提供したり、スタッフ５人で事前にメニューを考えて作っ
た食事を提供したりもしています。
　特に、自分たちで食事を提供するときは、和食を中心に、魚や肉、野
菜を取り入れ、プリンやゼリーなどのデザートも用意するなど工夫をし
ながら、バランスの良いメニュー作りを心掛けています。
　準備が大変で苦労することもありますが、「おいしかった。次もぜひ参
加したい」「仲間とのおしゃべりが楽しい」など嬉しそうに話してくれる
参加者の笑顔にスタッフ一同、とてもやりがいを感じていますが、スタ
ッフも高齢になってきているので、負担にならないようシンプル化も検
討しています。
　また、会食と併せて、毎回、合唱も
行っています。
　「ふるさと」や「春の小川」などの童
謡を参加者全員で歌うその歌声がとて
も綺麗で、皆が温かい気持ちになれる
とても有意義な時間です。
　あなたも私たちの仲間になりません
か。再開の折には、是非ご参加ください。
　あなたの参加を心からお待ちしてお
ります。

サロンin谷塚 せんちゃまふれあいサロン
●代表　金

かな

澤
ざわ

　良
りょうきち

吉
●活動場所等　市の公園等　毎週月・火・金曜日　午前９時～午前１１時
●参加費　１か月100円

●代表　田
た

中
なか

　幸
ゆき

江
え

　
●活動場所等　NPO法人 ひろばせんちゃま 月１回、第３月曜日　正午～午後２時（８月を除く）
●参加費　１回600円

【問合せ】　地域福祉課 地域福祉担当　電話 048–932―6770

健康第一！楽しいサロンです。 笑顔が絶えないサロンです。
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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

まるごとサポートSOKAまるごとサポートSOKA

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

まるごとサポートSOKA（まるサポ）は、草加市の委託により、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。

　離職等により経済的に困窮し、住居を失った方、または住居を失うおそれ
のある方に対し、基準額に応じて、一定期間家賃相当額を支給する、住居及
び就労機会の確保に向けた支援です。

要件は？
★ 離職・廃業から２年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度状

況にある方が対象です。
★ 世帯人数や支給要件により支給額は異なります。
単身　43,000円以内 2人世帯　52,000円以内 3人世帯　56,000円以内

★ 公共職業安定所（ハローワーク）に求職を申し込み、求職活動を行っていただ
きます。（申請者の状況に応じて、行っていただく求職活動が異なります）

※詳細につきましては、まるサポにお問い合わせください。

草加市のホームページで「住居確保給付金」を検索
内容を確認のうえ、「簡易申請フォーム」からも

相談の申し込みができます。

　地域で困っている人を見つけたら、あなたはどうしますか。引きこもり、
アルコール依存、近隣トラブル…。コミュニティソーシャルワーカーと共に、
支え合いのまちづくりについて考えてみませんか？
　新型コロナウイルス感染対策のため、動画を配信する形で実施します。
　どなたでもご参加いただけます。

内　　容　�●講演 
　「困っている人たちとのコミュニケーション」 
●CSWによる事例発表等 
　「あなたの気づきが地域を救う」

配信日時　�９月16日（木）午前９時～ 
 ９月30日（木）午後５時

配信方法　�YouTubeによる動画配信�
（申込者のメールアドレスに動画のURL
及び研修資料をお送りします）

申込期間　�９月15日（水）午前９時～ 
 ９月30日（木）午後３時

申込方法　�名前（ふりがな）・電話番号・住所・
所属（なければ記入不要）を記載し、
次のアドレスへ� �
csw-welfare@soka-shakyo.jp�

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

　医療機関で医療ソーシャルワーカー（社
会福祉士）として長年勤務し、現在は複数
の大学で医療福祉やコミュニケーションに
関する科目を担当されています。生きづら
さを感じやすい現代社会で、支え合うこと
の大切さについてお話いただきます。

　コミュニティソーシャルワーカーが「ど
のような相談（事例）を受けているのか」「実
際に困っている人を見つけたら、どうすれ
ばよいのか」などについてお話しします。
　地域の皆さんと一緒に、支え合いのまち
づくりについて考えていきたいと思います。

「困っている人たちとの
� コミュニケーション」

講
演

発
表
「あなたの気づきが
� 地域を救う」

西田 純子西田 純子先生先生講師講師 コミュニティソーシャルワーカー（CSW）

動画配信によるCSWオンライン講演会

参加費
無料！

「地域で困っている人を見つけたら、「地域で困っている人を見つけたら、
あなたはどうする？」あなたはどうする？」

こちらからも
お申し込みが
できます。

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）

住 居 確 保 給 付 金 と は ？

法人後見事業・法人後見事業・
福祉サービス利用援助事業福祉サービス利用援助事業

市民が市民を支える仕組み

　そうか成年後見サポートセンターでは、認知症や障がいにより、判
断能力が不十分な方の権利や財産を守るため、法人後見事業・福祉サ
ービス利用援助事業を行っています。
　それぞれの事業では、市民が支援員として活動をしています。定期
的に利用者のお宅や施設を訪問し、見守りや生活費の引き出し、各種
手続き等の支援を行っています。
　支援員は、草加市市民後見人養成研修（不定期に開催）等を修了し
た方の中から、本会が委嘱をしています。また、定期的に研修や勉強
会を行い、日々研鑽を積んでいます。
　令和３年７月30日、各事業の支援員の委嘱式を行い、新たに11人
の支援員が誕生しました。
　今後も、同じ市民の目線で利用者の方が安心して地域で生活してい
けるよう、支えていきます。

フォローアップ研修の様子。 委嘱式。新たな支援員が誕生しました。
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問合せ　新田東部地域包括支援センター　電話 048–932–6775

考えてみよう、災害への備え考えてみよう、災害への備え

「食事・運動・水分補給」で身を守ろう「食事・運動・水分補給」で身を守ろう
残暑も熱中症に注意！

　７月と８月に大雨が日本列島を襲い、各地に大きな被害をもたらしました。
　大規模災害が発生すると、電気・ガス・水道などが停止し、復旧するまでに一週間以上を要することが多いようです。また、
災害支援物資が届くまでに3日以上かかったり、物流機能の停止により、スーパーやコンビニなどで食品が一週間は手に入
らないなど、私たちの暮らしに大きな影響を及ぼすことが予測されます。
　高齢になると、持病を抱えていることが多いため、一般的な備蓄品・非常時持出品にプラスして、自身の健康状態に合っ
た備えが必要になります。
　無事避難した後も、不自由な避難生活で健康状態を悪化させないために、日頃から準備をしておきましょう。

　９月になり、秋が近づいてきましたが、まだ残暑が厳しい時節です。特に高年者の方は、暑さやのどの渇きを感じにくくなっ
ているため、熱中症予防のカギとなる水分補給が遅れがちになります。
　高年者でない方も、体調不良時、肥満（気味）、運動不足、睡眠不足、二日酔い等が熱中症の原因となります。肥満（気味）は
皮下脂肪により体内に熱がこもり、また運動不足は汗をかく機能や熱を放散する機能が低下してしまいます。

基本の生活が最大の予防策 マスクをしていると身体を冷やすことが難しくなる

マスクを外して休憩をとることも大切

　熱中症は、「気温が高い」「湿度が高い」「風が弱い」などの環境で、
体温調節機能がうまく働かないときに起こりやすくなります。
　室外だけでなく、室内での熱中症も予防するためにエアコンや扇
風機を使用し、温度や湿度を快適な状態にしましょう。目安は、室
温25～ 28度、湿度45～ 60％です

熱中症はこんなときに起こる

　朝食を抜くと熱中症のリスクが高まると言われています。
　熱中症予防には、栄養バランスが取れた食事を、朝・昼・夕しっか
り摂ることが大切です。そして、適度な運動を心がけること。健康維
持のための当たり前の生活が、熱中症に強い体を作ってくれます。
①３食しっかり食べる
　特に朝食は必ず食べましょう。基礎代謝が上がり、体温調節機能
などの体の機能が目覚めます。
②軽い運動で汗をかく
　定期的に、軽く汗をかく程度の運動をしましょ
う。発汗機能や体熱の放散機能がアップします。
③こまめに水分を補給する
　１日２ℓを目安に水分を補給しましょう。
１日８回に分けると、１回当たりコップ八分目
ほどになります。

　ヒトは、気温が高くなり体内に熱がこもるようになると、発汗し、
呼吸で冷えた空気を取り込むことで熱を発散し、体温調節をします。
　しかし、マスクをしていると自分の呼吸で温められた空気しか入っ
てこないため、体を冷やすことが難しくなります。さらに高年者は
マスクによる加湿で渇きを感じにくくなり、熱中症になるリスクが
高まります。

　外出を控える生活が続いているため、体力の低下や屋外の暑さに
慣れてなく、マスク着用の外出で体調を崩すこともあります。
　厚生労働省や環境省も「マスクを着用している場合には、高負荷の
作業や運動は避け、のどが渇いていなくてもこまめな水分補給を心が
けてください。また、周囲の人と十分な距離がある場所で、適宜、マ
スクを外して休憩することも必要です。」と注意を呼びかけています。

　「 草 加 市 ハ
ザードマップ」
を参考に、各自
の生活に合わせ
て、必要な物を
用意しておきま
しょう！

備蓄編

避難生活に備え、高年者が準備しておいた方が良いものの例 最低限用意しておきたい備蓄品

３日分
できれば一週間分

一般高年者

□�常備薬：�かかりつけ医・薬剤師と相談し、どのくらい準備しておいたらよ
いかを確認し、必要な量の薬を確保しておきましょう。

□�お薬手帳：�万が一薬がなくなってしまった時、避難先の医師に服用中の薬
を知らせることで、適切な処方を受けることができます。

□�入れ歯・洗浄剤　　□�メガネ　　□�補聴器

在宅要介護者

□�紙おむつ･パッド：�トイレを控えてしまうと脱水や便秘をきたすおそれがあり
ます。自分の体型・用途にあったものを用意しておきまし
ょう。

□�介護食･とろみ剤：�高齢になると、嚙む力や飲み込む力が衰え、防災食とし
て支給されたアルファ米やカンパンなどを食べることが
難しい場合があります。普段から食べている食事や水分
などでむせやすい方は、とろみ剤を準備しておきましょ
う。

□�医療機器･器具：�特別な医療処置（インスリン注射、ストーマ等）を行って
いる方は、必要となる物品を確保しておきましょう。また、
電源が必要な医療機器を使用している方は、予備バッテリ
ーの可動時間や停電した時の対応方法（手動で動かす方法
など）についても確認しておきましょう。

①非常食

②飲料水 ③非常用トイレ

十分な距離

周囲を確認して、マスクを外そう

2m以
上 2m以上
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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

対象者

定　員10月31日（日） 
午前10時～正午
草加市立中央公民館 
第１・２講座室
草加市立病院　薬剤部

30人
聴覚障がい者とそのご家族、
聴覚障がい福祉関係者
参加費無料 
手話通訳・要約筆記が付きます。

「抗体や免疫ってどんなもの？「抗体や免疫ってどんなもの？
� 冬に気を付けたい感染症」� 冬に気を付けたい感染症」

※新型コロナウイルス感染症の影響で中止する場合がございますので、予めご了承ください。

聴覚障がい者教養講座

放課後児童クラブ職員募集
～子どもたちと一緒に過ごしませんか？～

介護職員募集中介護職員募集中
年　齢　18 歳～ 49歳（高卒以上）
基本給　�（※地域手当含む）※前歴換算あり�

高　卒　　164 ,194 円～�
短大卒　　175 ,854 円～�
大　卒　　193 ,132 円～

賞　与　年間 4.45 か月（令和２年度実績）

その他　�時間外勤務手当、扶養手当、通勤手当、
住居手当、社会保険、雇用保険、労災保険、
福利厚生、退職金積立を完備� �
法人の基準に基づく昇給制度あり� �
夜勤なし� �
有給休暇付与（労働基準法による）� �
夏季休暇付与（本会規定による）

１ 正規職員（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　�64 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

２ 登録訪問介護員

問合せ　介護課介護サービス担当　電話 048-932-6777

問合せ　総務課総務担当　電話 048-932-6770

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

問合せ・申込み　 児童健全育成課（氷川町事務所）　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）

　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。勤務地は、社協受託の市内 17か所の児童クラブです。

＊�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。

採用情報はこちらその他１・２・３共通　�時間外勤務手当あり、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）

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。

応募資格：① �18 歳〜 49歳（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：�（※地域手当含む）※前歴換算あり� �
高　卒　　162,922 円〜� �
短大卒　　171,402 円〜� �
大　卒　　181,260 円〜�

賞　　与：3.39 か月（令和２年度実績）
資格手当：�2千円（月額）放課後児童支援員認定資格取得者のみ
そ の 他： 扶養手当、住居手当、社会保険、雇用保険、労災保険、

福利厚生、退職金積立を完備� �
法人の基準に基づく昇給制度あり� �

１ 正規職員

年　　齢：64歳まで（高卒以上）
基 本 給：18万円
賞　　与：1.95か月（令和2年度実績）

資格手当：�2千円（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�

法人の基準に基づく昇給制度あり� �

２ 嘱託員

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

３ 臨時職員（短時間）

問合せ先　 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会福祉人材センター 
電話　048-833-8033 

（月曜日～金曜日　午前 10 時～午後５時　祝日を除く）

日　時：�令和３年11月30日（火）�
午後２時～午後３時30分

会　場：�草加市文化会館　第１会議室
参加費：無料
※�詳しくはホームページでお知らせします。「埼玉県福祉
人材センター」で検索してください。

　あなたの住む町で、地域を支える福祉のお仕事をして
みませんか？
　草加市の福祉施設が集まる就職相談会を開催します。
　無資格・未経験で働ける職場もありますので、お話だ
けでも聞きに来てください。

～福祉の仕事　地域就職相談会～
福祉のしごとがわかる相談会福祉のしごとがわかる相談会

次号の「そうか社協だより」（第169号）は令和３年12月１日発行予定です。

氏名・名称 寄付金額
旭町団地自治会 8,168

永井　美恵 20,000

株式会社小山建設 20,000

浅井　まり子 100,000

匿名４件 13,022

合　　　　　計 161,190

氏名・名称 寄付物品

ヴィ・シティ草加自治会
五目御飯 82 食

わかめ御飯 51 食
（アルファ米）

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６月４日～令和３年９月３日

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

●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。

　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。 （敬称略　単位：円）


