
目的　手話が言語であることの理解及び普及に関する基本理念を定め、
市の責務及び市民等の役割を明らかにすることにより、手話に対する理
解の促進及び手話を使用しやすい環境の整備を図り、全ての市民が互い
の人格と個性を尊重し支え合う共生社会の実現を目指すものです。

目的　障がいのある人が障がいの特性に応じた手段により情報を取得
し、及び障がいの特性に応じたコミュニケーション手段（※）を利用しやす
い環境の整備に関する基本理念を定め、市の責務及び市民等の役割を明

らかにすることにより、障がいの有無によって分け隔てられることなく
相互に理解し合い、全ての市民が互いの人格と個性を尊重し支え合う共
生社会の実現を目指すものです。
（※）コミュニケーション手段…�口話、手話、要約筆記、点字、音訳、代筆、代読、

平易な表現などの意思の伝達手段

　手話言語条例については約２年間、市や団体と共によりよい条例
内容にしようと協議を重ねてきました。
　手話通訳者派遣事業を担う社協としまして、この条例を推進力に
し、市民のみなさんや事業者等に手話や聴覚障がいについてより一
層理解を深めていただけるよう、普及啓発に努めてまいります。

　今年も地域歳末たすけあい募金運動の時期がやってきました。
　この募金は、生活困窮者のための【慰問金事業】や、地域の方々の交流を深
め地域から孤立をなくすことを目的とした【ふれあい・いきいきサロン事業】
など、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、
さまざまな事業に活用しています。
　新型コロナウイルスの影響もあり、より地域のつながり・たすけあいが求め
られる今こそ、市民の皆様の健康と安全を最優先に運動を進めてまいります。
　皆様からのあたたかいご協力をお願いいたします。

例年、市内４駅で12月に実施しております街頭募金活動は、赤い羽根共同募金同様、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観
点から自粛させていただきます。

　去る９月27日、草加市議会９月定例会において「草加市手話言語条例」と「草加市障
がいのある人のコミュニケーション条例」が制定され、同日に施行されました。

令和３年９月施行

草加市手話言語条例

草加市障がいのある人のコミュニケーション条例

つ な が り さ さ え あ う み ん な の 地 域 づ く りテーマ

募金方法 町会・自治会を通じて

商店会等の黄色い募金箱へ

社協窓口へ　祝日を除く月～金（８時30分～ 17時15分）

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～ 皆様の温かいご協力をお願いします。～

問合せ　埼玉県共同募金会草加市支会　電話 048–932–6770

お知らせ

※ご連絡いただければ、職員が直接募金を預かりに伺います。

草加市障がいのある人のコミュニケーション条例草加市障がいのある人のコミュニケーション条例
草加市手話言語条例草加市手話言語条例

歳末たすけあい募金がはじまります。
12月1日から

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３年１２月１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.169
ホームページ Facebook

イメージキャラクター�ウェルちゃん

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
今号のそうか社協だよりは、地域歳末たすけあい募金の配分金を活用して発行しています。



　子ども食堂やフードパントリーなど、食を通じた子育て支援の取り組みが草加市内に広がっています。
そうした取り組みを食材の提供というかたちで支援するため、地域活動拠点を立ち上げることとなりまし
た。名付けて、“野菜で子どもを育て隊”。
　野菜作りに参加してくれる隊員（ボランティア）を募集するに当たり、この計画の詳細や野菜作りのノ
ウハウなどを知っていただくための勉強会を次のとおり開催しますので、興味のある方は奮ってご参加く
ださい。

問合せ・申込み　地域福祉課 生活支援担当　電話 048–932–6770

プラチナシニア地域づくり応援プロジェクト第２弾

野菜野菜で子どもをで子どもを育て隊!育て隊!

初期メンバー
大募集！！限定20人

畑で野菜を作って地域貢献しませんか？

たい

農業×福祉　連携への挑戦
野菜づくりのノウハウ

講　　師：うるおい工房村　吉田　光明　氏・澤田　訓男　氏
日　　時：令和４年１月12日（水）13時～ 16時
会　　場：川の駅そうか村（所在地　草加市神明１-６-18）
申込期限：令和４年１月７日（金）
料　　金：無料
定　　員：20人（限定）
参加条件：�さかえ～る（所在地　栄町1-1-14）まで自転車または徒歩で来ることができる方
協　　力：NPO法人うるおい工房村

テーマ

採れたて野菜を届けよう！

大地の力で健康力アップ！

　私は、社協で働き始めて三年目になります。
　出産を機に仕事を辞め、子育てに専念してきました。一番下の子どもが幼
稚園に入園し、少し自分の時間を持つことができるようになったので、子育
て優先ではありますが、仕事に復帰をしたいと考えてきました。
　仕事から離れて八年ほどが経っており、しっかりできるかどうか、また在
宅介護は初めての挑戦であったので不安に感じる部分も大いにありました
が、今は楽しく前向きに仕事を続けています。その理由は二つあります。
　一つ目は、社協のヘルパーの方々がみんな優しく、親切で丁寧だからです。
私の希望通り、子育てを優先に考えていただけます。サービスに入る前の同
行訪問研修では、不安がないようにサポートをしていただけたので、とても
働きやすく感じています。また毎月行われている研修では、自分自身の知識
や技術を深めることができ、サービスに適切に応用することができます。
　二つ目は、利用者様から感謝の気持ちを伝えられたり笑顔が見られたりす
ると、私自身もとてもうれしい気持ちになり、大変やりがいを感じることが
できるからです。
　私のように子育て優先でも働くことができる職場です。ブランクがあり一
歩踏み出せずにいる方や社会貢献をしたいと考えている方、空いた時間を有
効に使いたいと考えている方は、ぜひ気軽にチャレンジしていただきたいと
思います。

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）

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

登録訪問介護員
� Ｏさん（30代　女性）

子育てを優先して
安心して働ける職場です。

問合せ　介護課介護サービス担当　電話 048-932-6777

正職員（介護福祉士）

登録訪問介護員

【畑の管理・監修はNPO法人うるおい工房村が担っています。】

『野菜『野菜で子どもをで子どもを育て隊』育て隊』結成に向けた勉強会結成に向けた勉強会
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　社会福祉協議会では、関東信越税理士会川口支部のご
協力をいただき、市民税務・経営相談を開催しています。

　市内各地で、地域の活動を盛り上げてくれる概ね60歳以
上の方を募集しています。
　あなたの趣味、特技や経験を活かし、レクリエーションや
ボランティア活動などを通じ、地域貢献に参加しましょう。

●�健康づくり講座� �
　会員のみなさんに役立つ情報を講座でお伝えします。
●�素人演芸大会� �
　歌や踊りなど、日々の趣味活動の成果を披露する盛大
な催しです。
　　その他、グラウンドゴルフの大会にも参加できます。

すこやかクラブでは、こんな活動をしています。

～税に関するお悩み
� 税理士に無料で相談できます～

市民税務・経営相談市民税務・経営相談 すこやかクラブにすこやかクラブに
入会しませんか入会しませんか

　松原児童クラブには74人（１～３年生63人、4～６年生
11人）が在籍しています。（令和３年10月現在）
　草加市では児童クラブを希望する児童が年々増加していま
すが、６年生まで在籍している児童クラブは珍しく、特に６
年生が複数人在籍している常設児童クラブは松原児童クラブ
のみです。
　８月末、子どもたちと支援員で児童クラブまつりを行いま
した。高学年の男の子たちはあそびのコーナーでやる射的の
準備に俄然やる気になって「かっこいいのを作ろうぜ」と割
りばし鉄砲づくりに夢中になり、的を作って試し打ちを始め
ました。
　「やっぱり点数を変えた方がいいよ！」「的に絵を貼った方
が低学年は楽しめるんじゃない？」みんなが楽しめるように
と考えられるのもさすが高学年の子どもたちです。普段は低
学年に合わせてくれたり、面倒を見てくれたりすることが多
い高学年の子どもたちですが、この時は下の子に気を遣わず
自分たちが思いっきり楽しめる貴重な時間になりました。
　夏休みが終わり９月になると、学校ではオンライン授業が
始まりました。「宿題がないんだよ」と嬉しそうに帰ってくる
女の子３人の６年生。ふと空いてしまった時間に「何しよう…」
「やることないね」と言います。「この時間は貴重だよ！普段
できないことをやってみよう」支援員と相談した結果、始ま

ったのは編み物です。
　初めての棒編みに苦戦しながらも、少しずつ長くなってい
くマフラーを手に、「見てみて！私って天才じゃない？」と支
援員に自信満々な顔で話します。低学年の子は「〇〇ちゃん
ってすご～い！」「マフラーになるの？」とお姉さんたちの手
元をじっと見つめていました。
　毎日、低学年の子どもたちは「今日おっきい子たち何時に
帰ってくるの？」「まだかな～？」と高学年の子の帰りをまだ
かまだかと待っています。低学年の子どもたちにとって高学
年の子どもたちはいっぱい遊んでくれ、頼れる、憧れの存在
です。
　低学年の子はもちろんですが、高学年の子にとっても児童
クラブは居心地のいい時間、空間となっています。今後も私
たち支援員は、子ども
たちが６年間児童クラ
ブに通ってよかった！
と思えるように子ども
たちとの関わりを大事
にしていきます。
　児童クラブで大きく
成長し、たくさんの思
い出を作って卒室して
ほしいと思います。

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。～

～生涯現役、きっと見つかる楽しい仲間と楽しい時間～

松原児童クラブ支援員� 菅家成美

問合せ　草加市すこやかクラブ連合会事務局　電話 048–932–6770

開催日時�
毎月第２木曜日　13時30分～ 16時30分
時　　間�
�一人概ね30分
相談方法	
�電話にて相談	
※�新型コロナウイルス感染対策のため、電話にてご
相談を承っております。
申込方法�
�事前に電話で予約（前日の正午まで）
申込み・問合せ先�
�関東信越税理士会川口支部�
TEL　048-263-0781　FAX　048-261-2626

確定申告の
時期がやってきます

お気軽に
ご相談を！

どうしよう
かしら…

法人税

相続税 所得税

贈与税

興味がある方は、下記のところまでお電話をください。

早く完成しないかな～
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申込み　地域福祉課 ボランティア担当　電話 048–932–6772

No.71

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。サロンを立ち上げたい方は、下記のところにお電話ください。

～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、現在９人。みんなで仲良く活動しています。
　活動内容に決まった活動はありませんが、その時々でいろいろな活動
をしています。
　内容は、演歌や歌謡曲をリズムに合わせて合唱したり、生け花や、着
物の古着で小物入れを作ったり、こまや鶴を折り紙で折ったりもします。
特に、料理教室を行ったときは、シチュー、ゴーヤチャンプル、和風サ
ラダうどんやパンづくりにもチャレンジするなど、参加者からはとても
好評でした。
　コロナのこともあり、
最近は十分な活動ができ
ていませんが、もう少し
落ち着いたら、また新し
いことにも取り組みたい
と思います。
　これからも無理なく、
自分たちのペースで、皆
様に喜んで頂けるサロン
活動を広げていけたらと
思います。
　笑顔あふれる楽しいサ
ロンです。まずは気軽に
参加してみませんか。

　私たちのサロンは、現在、毎回講師に細川初枝氏をお招きして、皆楽
しく活動しています。活動内容はバレエの動きを取り入れており、ゆっ
たりと変化がありつつ、楽しみながら進めているので初心者の方でもで
きるプログラムとなっております。感染症対策や水分補給も徹底してお
り、皆笑顔で楽しく活動しております。
　また、細川講師より、『バレエの動きには股関節、つま先、足首の強化
や柔軟に効果があります。また、歩く、ゆっくり回る、上体を傾けるこ
とで重心運動もスムーズ
に膝なども強くなるでし
ょう。』とのことでした。
　私たちと一緒に、楽し
みながら活動してくれる
新しいメンバーを大募集
しています。見学も随時
受け付けていますので、
まずは気軽に参加してみ
ませんか。

サロンもみじ スマイル新里バレエ
ストレッチサークル

●代表　浅
あさ

井
い

　信
のぶ

江
え

●活動場所等　稲荷会館等　毎週木曜日　13時～15時
●参加費　１回200円

●代表　山
やま

本
もと

　啓
けい

子
こ

　
●活動場所等　新里文化センター　毎週金曜日　１３時３０分～１4時45分
●参加費　１回500円

問合せ　地域福祉課 地域福祉担当　電話 048–932―6770

一緒に笑顔になりましょう。 新メンバーを募集しています。

点字図書のお知らせ
～新しい点字図書ができました。～

～草加点字サークル～

タイトル 作　者　名
あ・うん 向田　邦子

さくら、さくら:大人が恋しくて 林　真理子
蜂須賀　小六　野盗にあらず 大栗　丹後

上記、点字図書についてはボランティアセンターにて貸出いたします。

　ボランティア活動に参加したい。何か新しいことを始めたい。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。
ボランティアに役立つ知識や活動の魅力がわかる内容で、実際に市内で活躍するボランティア団体も紹介しますので、ぜひご
参加ください。

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～
令和３年度　初心者向けボランティア講座令和３年度　初心者向けボランティア講座

【日　時】　�令和４年３月１日（火）　14時～ 16時
【会　場】　草加市文化会館　第１・２研修室
【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】　�20人�

（定員になり次第締切ります）
【申込開始日】　�12月�１日（水）
【申込締切日】　�12月28日（火）

おめでとうございます。

　永年のボランティア活動の功績が顕著であると認めら　永年のボランティア活動の功績が顕著であると認めら
れ、音訳ネット・草加の新井　和子　様が厚生労働大臣表れ、音訳ネット・草加の新井　和子　様が厚生労働大臣表
彰を受彰されました。彰を受彰されました。
　ますますの地域活動が期待されます。　ますますの地域活動が期待されます。
　おめでとうございます。　おめでとうございます。

厚生労働大臣表彰を受厚生労働大臣表彰を受彰彰
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　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あ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、その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。）

　草加西部地区では敬老の日に合わせて、２つの取り組みを行いました。 　地域では昨今、『孤食』の問題が見え隠れしています。孤食を防ぐ取
り組みとして、子ども食堂が各地で始まっていますが、IMAいなり食
堂では子どもだけでなく、保護者・学生・高年者等、誰でもが集える
場を作ろうと『IMAいなり食堂』を立ち上げることになりました。
　立ち上げに向けて、新たに協力してくれる人を募り、食品衛生講習会・
手洗い講習会など学びの機会を作り、感染症対策も万全にしてIMAい
なり食堂をオープンしました。
　当日は、約60人の方が参加し、子どもたちは笑顔いっぱい。ボラン
ティアスタッフからは「楽しい！」と、声があがりました。
　IMAいなり食堂では、一緒に活動する仲間を募集しています。興味
のある方は、下記までお問い合わせください。
開催概要　IMAいなり食堂
日　　時：毎月第３土曜日　12：00～ 14：30
会　　場：稲荷コミュニティセンター
参 加 費：�子ども（高校生まで）無料�

大人300円
問合せ先：�草加稲荷地区第２層協議体・食堂部門�

070-3127-3994

～敬老のお祝いメッセージボードによる架け橋～
　敬老の日をきっかけにコロナ禍で地域との交流がしづらくなった保
育園と高齢者施設の架け橋となれないかと話し合
ったところ、保育園の協力で子どもたちが作成し
たメッセージボードを高齢者施設に掲示させて頂
くことになりました。と
てもかわいいメッセージ
ボード、これを見たらき
っと元気になるはず！い
つか対面での地域交流が
実現する日が訪れること
を願います。

～敬老のお祝い品と共に配布したメッセージカードと折り鶴～
　草加西部地区では75歳以上の方に対しお送りしている敬老のお祝い
品と合わせて、今年はメッセージカードと折り鶴を地区の協力者と共
に準備をし、配布しました。メッセージカードには、児童クラブの子
どもたちの絵や地区の方が描いた絵手紙風のお祝いメッセージ、準備
風景の写真等が印刷されています。受け取った方の中にはご自宅に飾
っている方もいらっしゃるそ
うです。メッセージカードに
は「あなたの地域デビューを応
援します！」との言葉も添え
てあります。記事を読んでく
ださっている皆様の地域デビ
ューも応援できるよう、また
支え合いの地域づくりを推進
できるよう草加西部地区第２
層協議体で話し合いを重ねて
いきたいと思います。

日　　時：�令和４年１月17日（月）・18日（火）（２日間）� �
10時～ 15時30分

会　　場：�草加市文化会館レセプションルーム（２日間とも）
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
参 加 費：�無料
申込期間：�令和３年12月１日（水）～ 12月24日（金）� �

※土・日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く。
※�新型コロナウイルスの影響により、中止する場合があります。
あらかじめご了承ください。

※�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、既存の介護
予防サービス（訪問・通所）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。� �
通所型サービスの一例として、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。

問合せ・申込み　地域福祉課 生活支援担当　電話 048–932–6770

問合せ　地域福祉課 生活支援担当　電話 048–932–6770

講座の
一コマ

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

埼玉県立大学　川越雅弘教授

【これからの
� 地域共生社会】

『地域の担い手研修』『地域の担い手研修』開催します開催します
定員40人
参加費無料！

地域デビュー
しよう！

敬老の日の取り組み敬老の日の取り組み IMAいなり食堂オープンIMAいなり食堂オープン
～草加西部地区第２層協議体～ ～草加稲荷地区第２層協議体～

IMAいなり食堂
公式LINEアカウント

ともだち登録は
こちらから

園児たちの心がこもったメッセージ

敬老のお祝いメッセージ みんなで食べるとおいしいよ。

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 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
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～YouTube「草加市社協」のチャンネルで「CSWの事例紹介」動画配信中～
CSWの事業説明と事例紹介のみ、今後も視聴ができます。
動画URL：https://youtu.be/c5hfTBv0ZB8
または、YouTubeで「草加市社協」と検索してみてください。

　CSW事業として初めての講演会は、コロナ禍ということからオンラインでの
開催となりました。講師として西田純子先生を招き、CSWからは事業説明や

事例紹介を行いました。
　主催者の予想をはるかに超える255件ものお申込みをいただき、動画の視聴回数は565回を記
録しました。CSWへの期待の高まりを感じ、CSW一同、身が引き締まる思いでした。
　アンケートにもたくさんの回答をいただき、「西田先生の説明はわかりやすく、CSWの事例も
具体的でイメージしやすかった」「CSWの存在をもっと知ってもらいたい」「CSWは３人で足り
るのか」等の感想を複数いただきました。中には、ひきこもりやご近所トラブルなど課題を抱え
る方もおり、新たな発見につながるケースもありました。

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

CSWCSW（コミュニティソーシャルワーカー）（コミュニティソーシャルワーカー）

オンライン講演会を開催しました。オンライン講演会を開催しました。

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
８時30分～ 12時・13時～ 16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、草加市からの委託により、
本会が実施している相談窓口です。（相談料無料・秘密厳守）

“就労意欲が低下している”“基本的な生活習慣が身についていない”など、就労にあたって課
題をかかえる方が対象となります。自立した生活を送り、一般就労ができる状態を目指して作
業体験やセミナー受講などをしています。

◦内職体験（新聞折込、封入等）　◦チョコレート製造体験
◦農業体験　◦職業体験　など

◦パソコン講座　◦社会人マナー　◦運動習慣　◦臨床心理士相談
◦価値観カードゲーム　◦ビジネスマナー　など

就労準備支援事業を
ご紹介します！

作業体験 セミナー・講座

「困っている人たちとのコミュニケーション」「困っている人たちとのコミュニケーション」
講師　西田　純子　先生

講演

動画の視聴はこちらから

見学・体験の参加も
受け付けています！

気軽にご相談ください！
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考えてみよう、災害への備え考えてみよう、災害への備え
　令和３年10月７日夜、千葉県北西部を震源とするマグニチュード6.1の地震が発生し、草加市内でも震度５弱が観測され
ました。
　埼玉県内では、今回の地震によって落ちてきた時計やガラスで怪我をしたり、テーブルとタンスに挟まれ腰の骨を折るな
どの被害が発生しています。
　過去の大地震を見てみると、負傷者の30～ 50％は家具類の転倒・落下・移動が原因であると言われています。部屋に物
を置かないことがベストですが、難しい場合でも、家具の配置やレイアウトを工夫し、その上で家具類の転倒・落下・移動
防止対策を行えば、ケガのリスクを低くすることができます。
　地震発生時の被害を最小限にするために、身の回りのできる対策から始めていきましょう。

住まい編

未然に防ごう 高年者の健康トラブル未然に防ごう 高年者の健康トラブル
冬の生活はリスクがたくさん！

　暖房が手放せない季節になり、暖かい部屋から寒い場所への移動が多くなります。このときの急激な温度変化は、高年者の心臓に大き
な負担をかけるものです。また寒さと空気の乾燥により免疫機能が低下し、感染症や肌トラブルを引き起こすこともあります。
　健康リスクから身を守り、元気に年末年始を迎えましょう。

ポイント４　水分とたんぱく質を摂取
寒い時期の健康リスクから身を守る５つの方法

ポイント５　入浴時の事故に要注意

　関節痛を予防・改善するためには、体を温める
必要があります。家の中にいても、できるだけ体
を動かし、血行を促進するようにしましょう。
　簡単なストレッチや腕や肩、足首を回すのも効
果的です。

ポイント３　適度な運動を心がける

ポイント１　部屋の湿度を保つ
　乾燥は、感染症や肌トラブルのリスクを高
めます。
　暖房を使用するときは、加湿器等を活用し、
湿度を50％～ 60％に保ちましょう。

ポイント２　マスクを着用し、うがい手洗いを徹底
　冬に流行する感染症を予防するには、手洗いや手
指の消毒が大切です。感染症予防のためには、外出
後にしっかり手洗いすることを心がけましょう。
　うがいは、一般的な風邪などを予防する効果があ
ると言われています。また、マスクの着用は他者へ
の感染防止のほか、粘膜の保湿効果も期待できます。

　暖房による乾燥などで、冬でも脱水症状
を起こすことがあります。脱水は、脳梗塞
や心筋梗塞の引き金になりうるため、のど
の渇きを感じる前に水分を摂るようにしま
しょう。白湯がおすすめです。
　また、たんぱく質の適量の摂取は、免疫
機能の低下防止、低栄養の防止のほか、肌
トラブルの改善にも効果的です。

　冬に最も事故が多いのは、浴
室です。ヒートショックを起こ
さないためにも、入浴前には、
浴室や脱衣所を温め、居室との
温度差を小さくしましょう。
　湯温は40℃前後に設定し、
10分くらい入浴をすると効果
的です。心臓への負担を軽減す
るためにも、入浴前の飲酒は控
え、半身浴から始めましょう。

問合せ　新田東部地域包括支援センター　電話 048–932–6775

①家具の配置、レイアウトを工夫しましょう ②家具類の転倒防止対策
　「寝る場所」、「リビングルーム」にはなるべく家具を置かない
ようにしましょう。置く場
合には、背の低い家具にす
るか、家具の置き方に注意
しましょう。

　家具や家電を固定するなどの器具を
使った対策が有効です。
　最も確実な方法は、壁にＬ字金具でネ
ジ止めすることです。
　ネジ止めが難しい場合、突っ張り棒と
ベルト式器具、突っ張り棒と粘着マットを
組み合わせると効果が高くなります。

　避難通路や出入り口付近に家具類や
飾り物が置いてあると、家具の移動や
転倒、落下物の破損により、逃げ遅れ
てしまう場合があります。

　地震が起きた時に、どのように家具が倒れてくるか、避難経路
を塞いでしまう可能性があるかなどをイメージして、安全が確保
できるレイアウトに変更しましょう。

【草加市が実施する支援】
　草加市では、家具転倒防止器具の取り付け費用の助成をしています。
　65歳以上の方、障がい者手帳をお持ちの方のみの世帯は、器具
（Ｌ字金具）等の取り付け費用の一部に支援が受けられます。家
具３点（上限9,000円）まで。
　作業員が取り付けに訪問してくれます。
　申請をご希望の方は、草加市�危機管理課（TEL048-922-0614
　FAX048-922-6591）までお問い合わせください。

危険！ 安全

L 字金具 ベルト式器具

突っ張り棒 転倒防止板
（粘着マット）
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問合せ・申込み　ふれあい福祉相談所　電話 048-932-6789

　新型コロナウイルス感染症の影響により開所を見合わせてい
た「ふれあい福祉相談所」を、12月10日（金）から再開します。
　なお開所日時は、当面の間、毎月第２・第４金曜日10時か
ら15時までとさせていただきます。従来どおり、来所または
電話による相談となりますので、ぜひご利用ください。
　また、相談所再開に伴い、特例総合支援資金等の貸付けの問
合せ・相談は、代表番号（048-932-6770）へ変更となります。
ご注意ください。

～「ふれあい福祉相談所」を再開します！～

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？～

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�
（9時～ 17時。土・日・祝日を除く。）

問合せ・申込み

　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。

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）※別途前歴換算あり�
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 ,000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：180,000円
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�
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）

採用情報は
こちら

手 話

訳通 だより

SIGN LANGUAGE
INTERPRETER 『年末年始における

手話通訳依頼について』
　１２月２９日（水）から１月３日（月）までの年末年始期間中、緊急に手話通訳が必要になった時　１２月２９日（水）から１月３日（月）までの年末年始期間中、緊急に手話通訳が必要になった時
は次の方法でお申込みください。は次の方法でお申込みください。

緊急で手話通訳を依頼したい時緊急で手話通訳を依頼したい時
 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28日（火）
12時までに社会福祉協議会FAX：９３２−６７８１又はメー
ル：shuwa@soka-shakyo.jpへお申し込みください。

救急車・消防車を救急車・消防車を
呼びたい時（119番通報）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。
★�休業中は、８時30分から17時15分までは手話通訳者が常時待機しています。� �
それ以外の時間帯（17時15分から翌朝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、手配できなかったりする場合もありますので、予めご了承ください。
★�令和４年１月４日（火）以降は、通常の勤務体制（８時30分から17時15分まで）に戻ります。
★�ご不明な点がありましたら、手話通訳担当までお問い合わせください。

　FAX　048－932－6781
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ご応募お待ちしておりますご応募お待ちしております
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氏名・名称 寄付金額
豊田　彰治 10,000

守谷　のり子 10,000

庭野　宇吉 27,000

旭町団地自治会 5,192

椛島　幸夫 10,000

塚田　裕見子 7,000

草加市腎臓病患者友の会　 5,000

株式会社小山建設 20,000

匿名 2 件 20,000

合　　　　計 114,192

氏名・名称 寄付物品

舩渡　榮子・政道 レトルトご飯
320 食

渡部　三郎 お米 ( 玄米 )
60㎏

内田　光子 タオル 112 本

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９月４日～令和３年11月17日

社協の各種相談案内
（祝日・休日を除く。相談は無料です。）
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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

●ふれあい福祉相談（電話・来所）
毎月　第２・第４金曜日 10時〜 15時
電話　048－932－6789（ふれあい福祉相談所）
●ボランティア相談（電話・来所）
毎週　月曜日〜金曜日 ８時30分〜 17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 ８時30分〜 17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 ８時30分〜 17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 ８時30分〜 17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 ８時30分〜 17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 ８時30分〜 17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　９時〜 12時・13時〜 16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）
　　　13時30分〜 16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

　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）

年末年始休業のお知らせ

次号の「そうか社協だより」（第170号）は令和４年３月発行予定です。

　草加市社会福祉協議会は、12月29日から１月３日まで業
務が休みとなります。
　業務開始は１月４日からとなりますので、ご了承ください。


