
　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

問合せ　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

育て隊レポvol.1

できたよ!できたよ!「野菜「野菜で子どもをで子どもを育て隊」育て隊」

瀬崎ざくろ亭瀬崎ざくろ亭

　“野菜を育てて子どもも育つ”そんなプロジェクトが発足しました。
　年が明けた１月12日、「草加宿　今様本陣」で開かれた勉強会を機にスタートを切りました。
　勉強会では、農業と福祉の連携について、野菜の育て方についてなど、澤田農園の澤田氏とうるおい工房村の吉田氏から話を
伺いました。その後グループに分かれ、話し合いをしました。
　参加者は、「なにか地域でボランティアをしてみたかった」「野菜を子どもに食べてもら
うという趣旨に惹かれた」「子どもと土に触れあいたいと思った」など、みなさんきっかけ
はそれぞれですが、これから共に活動する仲間になれそうな予感がします。
　勉強会参加者40人のうち、27人が今後の野菜作りに参加表明をし、チームが結成されま
した。天気に恵まれた２月17日、第１回目の野菜づくりとして、ジャガイモを植えました。
　「おいしい野菜をたくさん作って、子どもたちに食べてもらおう！」「私たちも汗をかい
て元気になろう！」これからの活動が楽しみです。

� レポーターＳさん（この記事は参加者のおひとりが書いてくださいました。）

　谷塚東部（瀬崎）地区に誰でもが気軽に来られる地域の居場所「瀬崎ざくろ亭」がOPENします！
　おしゃべりをしたり、小物づくりをしたり、将棋をさしたり…。まだまだ生まれたばかりのこの居
場所をボランティアスタッフ、そして参加者の皆様とともに地域に根付いた温かい居場所にしていき
たいと思います。赤ちゃんから大人まで、幅広い年齢層の方々のお越しをお待ちしております。

「瀬崎ざくろ亭」は、谷塚東部地区社会福祉協議会が運営する地域の居場所です。（まん延防止等重点措置の期間は休止します。）

開催曜日：火・木・金曜
※祝日・年末年始はお休みです。
開催時間：10時～ 15時

バスの時刻表
パリポリくんバス
南西ルート（ふれあいの里ルート）
「谷塚駅」発
【見沼代親水公園駅⇒草加市立病院】

パリポリくんバス
南西ルート（ふれあいの里ルート）
「瀬崎中央」発
【草加市立病院⇒見沼代親水公園駅】

9 19　49
10 49
11 49
12 19　49
13 19　49
14 49

9 26　56
10 56
11 26　56
12 26　56
13 26　56
14 26　56
15 56

実家や友達の家に遊びに
行くような気持ちで

気軽にお立ち寄りください。

世代を越えた仲間ができました！

瀬崎五丁目21番36号
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そうか 令和４年３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.170
ホームページ Facebook

イメージキャラクター�ウェルちゃん



　八幡北児童クラブはきつね組・たぬき組があり、１年生か
ら４年生までの子どもたち69人が在籍しています。（令和４
年１月現在）
　定員制のため、１・２年生が優先的に入室することから低
学年化が進み、１・２年生が全体の半分以上を占めています。
　高学年である４年生は両クラス合わせて６人と少ないです
が、遊びや取り組みの中で、異年齢の関わりを大切にしなが
ら過ごしています。
　12月末、クラブでは『児童クラブまつり』を開催しました。
クラス別だった『夏まつり』の経験を通して、今回は両クラ
ス合同のおまつりです。
　子どもたちは「どんな出し物がいいかな？」「ガチャマシン
を作ってみたい！」などアイデアを出しあい、６つゲームコ
ーナーを準備しました。ゲームの景品も子どもたちの手作り
です。『ミサンガ』『ステンドグラス』『プラバンキーホルダー』
のどれかを担当して、心を込めて用意していました。
　おまつり当日は「お客さん」と「店番」両方の役割を担い、
お客さんが少ないと「呼び込みしてくる！」、仲の良い子と「次
どれいく？」、お客さんが持っている景品を見て「それどこの
お店？行きたい」など楽しんでいました。終わった後には、

景品のひとつであるお菓
子の詰め合わせを、その
日のおやつとして食べま
した。
　児童クラブは、子ども
たちが毎日過ごす場所と
して、自由な発想で楽し
める場にしたいと思いま
す。空き箱やダンボール
を体にまとってロボット
になったり、自分のオリ
ジナルの絵を描いたカー
ドでバトルをしたり、子どもたちの「やりたい」という気持ち
を実際に楽しめるようにサポートをしながら保育しています。
　これからも子どもたち同士で協力して楽しんだり、関わり
合ったりしながら、少しずつ心を育んでいける居心地のいい
場所になるようにしていきたいと思います。

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。～

八幡北児童クラブ支援員� 小暮　静

おみくじ、なにが当たるかな?

　草加稲荷地区では、「葛西用水ふれあい・ウォーキング」の
開催に向け、コースマップを制作中です。
　それぞれのコースごとに区切られた距離の表示のほか、
ウォーキングをする際の注意点等も載せています。
　さらに、葛西用水の起源
やウォーキングコースで観
察できる動植物、橋・地域
の集いの場の紹介なども掲
載しますので、パンフレッ
トとしても活用できます。
　ウォーキングを通じて高
年者をはじめとした住民同
士の新たな出会いや交流が
生まれる場になればと思っ
ています。
　なおコースマップは、サ
ロン「IMAいなり」で配布
する予定です。

　草加西部地区では、地
域住民の健康づくりを応
援する為、老若男女どな
たでも参加できるラジオ
体操を毎月１回実施する
ことになりました。
　誰でも一度はやったこ
とがあるであろう「ラジオ
体操」。短い時間で全身を
まんべんなく動かせるよ
うに考えられています。ぜひみんなで楽しくラジオ体操を行
い、より一層健康な毎日を過ごしませんか？

【会場】氷川コミュニティセンター集会室
【今後のスケジュール】
◦３月23日（水）11時～　◦４月27日（水）10時～
◦５月25日（水）10時～　◦６月22日（水）10時～
※自由参加です。
※７月以降も第４水曜日�10時～実施予定。
※状況により休止、または日程変更をすることがあります。

問合せ　地域福祉課 生活支援担当　電話 048–932–6770

ラジオ体操はじめます！ラジオ体操はじめます！ 葛西用水沿いをお花見ウォーキング葛西用水沿いをお花見ウォーキング
～草加西部地区第２層協議体～ ～草加稲荷地区第２層協議体～

マップ作成中。見どころスポットがたくさん。

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

令和４年３月15日2 そうか社協だより



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

No.72

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、下記までお電話ください。

～気軽に、無理なく、楽しく、自由に～ ふれあい・いきいきサロン

　平成18年10月にこのサロンを立ち上げました。
　開設当初は人数が集まるか心配でしたが、今では12人前後の方に
参加していただいております。
　まず、準備運動としてラジオ体操第三、それからストレッチ運動
を行います。筋や関節を伸ばし、筋肉の柔軟性を高めることで、我々、
高年者のけがの予防にもつながっています。会員同士無理をしない
よう、一人ひとりができる範囲で体を動かしながら、健康づくりに
努めています。
　特に、みんなでおしゃべりをするときはとても楽しく、ニコニコ
笑顔が広がります｡ 趣味や健康のこと、食べ物の話や若い頃の話な
どをして、有意義な時
間を過ごしています。
　現在は、コロナの影
響もあり難しいのです
が、定期的に食事会も
開催し、仲間との親睦
を図っています。
　健康第一、気楽に参
加できる明るいサロン
です。皆様の参加をお
待ちしています。

　平成19年４月に立ち上げたサロンです。参加者８人。スポーツ吹
き矢を行っています。
　【礼にはじまり、礼に終わる】作法や吹き矢式呼吸法を学びながら、
活動しています。初めは的に矢を当てるだけと簡単に思っていまし
たが、実際にやってみると、矢は思ったところになかなか当たりま
せん。
　でも、先生のご指導のもと毎回練習するうちに、少しずつ参加さ
れている皆さんの腕が上達してきているのがよく分かります。
　また、私たちのサロンでは、通常の的だけではなく、１部は正式
な的、２部は季節のものを的にして、楽しく練習しています。
　吹き矢は、腸を刺激
し血流の循環も良くな
るので、健康にも最適
です。
　初めての方もぜひご
参加ください。

松江ストレッチ・フレンズ ふくふくサロン
●代表　渋

しぶ

谷
や

　正
まさ

男
お

●活動場所等　�松江第２会館　第２・第４金曜日　13時30分～15時
●代表　橋

はし

本
もと

　啓
けい

子
こ

　
●活動場所等　�松江中央会館　第１・第３水曜日　１３時～１５時３０分

問合せ　地域福祉課 地域福祉担当　電話 048–932―6770

一緒に参加しませんか。 呼吸法が大事です。

草加点字サークルからのお知らせ
　令和４年度の点訳版「草加市ごみ収集カレンダー」を作成しました。
　ご希望の方は下記のところへお問い合わせください。(対象者：視覚障がい者の方)
　なお、昨年度の点訳版「草加市ごみ収集カレンダー」の見本は、「市役所第２庁舎１階庁舎案内前」・「中央公民館」・「保健センター」・「社会
福祉協議会」にてご覧いただくことができます。

～保険の加入・更新はお早めに。～
　ボランティア活動中に「けがをした。」「相手にけがをさせ
てしまった。」「物を壊した。」など、万一の事故に備えるため、
ボランティア活動を行う際には保険の加入をお勧めします。
補償期間
令和４年４月１日～翌年３月31日
※中途加入の場合は、加入手続きの翌日からとなります。
保険料（年度ごと）

　また、団体で加入される場合は、会員名簿が必要となります。
　加入手続きは、ボランティアセンターで行います。詳しく
は、下記のところへお問い合わせください。

基本プラン 火災・地震補償プラン 特定感染症重点プラン

350円 500円 550円

令和４年度ボランティア保険の令和４年度ボランティア保険の
加入手続きを開始します。加入手続きを開始します。

　目の不自由な方の支援をするため情報の伝達技術（発声方法や
CDへの録音技術など）を学ぶ朗読奉仕員養成講座を開講します。
興味のある方はご参加ください。今後、奉仕員として地域で活躍
していただける方が対象です。

朗読奉仕員養成講座(初級)を朗読奉仕員養成講座(初級)を
開催します。開催します。

【対象者】�市内在住で朗読を学びたい方、朗読ボランティアに興味のある方
【日　時】�令和４年６月２日～９月１日の木曜日� �

なお、６月９日、30日、７月14日、８月11日、18日は除きます。�
10時～12時全９回開催

【会　場】�草加市中央公民館
【受講料】�無料
【定　員】�20人（定員になり次第締切り）
【申込み】�３月15日(火)～� �

下記のところへ申し込んでください。

～朗読ボランティアを始めよう～
募集

令和４年３月15日 3そうか社協だより



町会・自治会別の社協会費納入実績

社協会費納入額 16,031,400円社協会費納入額 16,031,400円

町会・自治会名 納入額

瀬崎第一町会 160,000

瀬崎第二町会 160,900

瀬崎第三町会 350,000

谷塚本町町会 124,700

谷塚南町会 200,000

谷塚町北町会 82,500

谷塚西口町会 40,000

谷塚中央町会 15,000

谷塚やぎわ町会　 54,000

谷塚かえで町会 90,000

谷塚あづま町会 50,000

谷塚町兎町会 198,500

谷塚上町町会 318,000

谷塚仲町町会 210,000

両新田東町町会 146,500

両新田西町町会 180,500

草加市新里町会 280,000

ヴィ・シティ草加自治会 10,000

柳島町会 150,000

遊馬町会 413,500

弐丁目町会 30,000

三丁目町会 30,000

四丁目町会 72,000

五丁目町内会 30,000

六丁目町内会 30,000

町会・自治会名 納入額

吉町一丁目町会 80,000

吉町新和会 37,500

吉町二丁目町会 30,000

吉町三丁目町会　 60,000

吉町四丁目町会 78,000

吉町昭和会 30,000

吉町中央会 20,000

吉町西親和会 46,000

谷古宇町会 112,000

中央東町会 50,000

手代町会 100,000

手代町中町自治会 101,200

コンフォール草加自治会 30,000

氷川町南町会 588,000

氷川町中央町会 125,000

氷川町西部町会 72,000

氷川草加町会 88,800

草加氷川ハイツ自治会 17,500

西町東部自治会 120,800

西町立野町会 150,000

西町第一町会 133,250

西町第二町会 50,000

草加南町会 250,000

草加五丁目町会 51,000

松江第二町会 50,000

町会・自治会名 納入額

草加市稲荷第一町会 170,500

草加市稲荷南町会 149,000

稲荷中央町会 100,000

草加市稲荷６丁目町会 150,000

稲荷１丁目町会 30,000

草加市稲荷親和町会 190,500

栄町一丁目町会 75,000

コスモガーデンズ草加松原自治会 20,000

栄町二丁目町会 75,000

栄町中央町会 86,500

栄町三丁目町会　 50,000

栄町三丁目自治会 37,000

中根町会 378,500

弁天町会 400,000

宮沼自治会 54,300

八幡町会 876,850

松江中央町会 80,000

松江北町会 96,000

新栄町町会 250,000

長栄町町会 200,000

草加ネオポリス自治会 51,500

草加市清門町町会 400,000

新善町町会 352,500

稲荷コーポ自治会 3,000

金明町町会 300,000

町会・自治会名 納入額

旭町町会 200,000

新栄町団地自治会 320,000

上南自治会 50,000

青柳上町会 300,000

青柳根郷町会 30,000

青柳志茂町会 242,400

青柳山谷町会 100,000

青柳出戸町会 342,000

柿木町会 106,800

松原四丁目南町会 28,000

花栗町会 350,000

苗塚町会 245,000

ダイアパレス草加Ⅱ自治会 30,000

小山町会 200,000

小山台自治会 52,900

草加松原ハイツ自治会 30,000

北谷町会 160,000

北谷二丁目町会 75,000

北谷三丁目町会 100,000

学園台自治会 40,000

原町町会 200,000

レクセルガーデン草加松原自治会 5,000

合　計 13,680,400

ご協力いただき、ありがとうございました。ご協力いただき、ありがとうございました。
令和３年度　草加市社会福祉協議会　会員募集実績報告令和３年度　草加市社会福祉協議会　会員募集実績報告（敬称略）（敬称略）

令和４年２月28日現在（単位：円）

◇50,000円
乕溪　文有
◇30,000円
竹村司法書士行政書士事務所
高橋眼科
ヘルパーステーションさんぽ （㈲さんぽ）
㈱鉄軌
梅村　勉
◇15,000円

頌栄会　ひかり幼稚舎
山田　玄吾
小野　秀樹
◇13,000円
舩渡　政道
◇12,000円
高木クリニック
◇10,000円
ファミリーマート　森かどや新田店
㈲大金造園土木

頌栄学園
秋元　安紀
池田　國雄
松崎　道子
藤城　武志
石井　久子
◇9,000円
税理士法人フカサク
笹沼建設㈱

虎溪医院
㈲和建工業
谷本　修
◇8,000円
渡邉　幸司
◇6,000円
埼玉りそな銀行　草加支店
浅古商事㈱
㈱東武よみうり新聞社

ハッピースマイル　いいやま歯科医院
髙山整形外科

杉本　久雄　　　丹下　和子
天野　達雄　　　石田　幸治
秋元　秀雄　　　坂本　豊
鈴木　一行　　　髙橋　芳夫
星野　勇治　　　関島　和子
髙槗　惠美　　　清水　光子
大村　ふじ子　　髙橋　和子
野村　敏夫　　　清田　幸子
芹澤　一人

◇5,000円
大西会　しんえいクリニック

㈱結びの糸
白石　隆夫　　吉岡　弘司
髙津　匡生　　岡野　知惠子
内田　光子　　長谷川　伊与子
◇3,000円
埼玉縣信用金庫　草加支店
埼玉縣信用金庫　西草加支店
東京東信用金庫　草加支店
青木信用金庫　谷塚支店
足立成和信用金庫　草加支店
城北信用金庫　草加支店
草加旭町郵便局
㈱浅井物流サービス
石田商店
税理士法人L&Cアシスト
行政書士　荻原事務所
㈱筑波
平岡織染㈱
㈱宇奥ジャパン
中央プリント㈱
㈱唐沢製作所
東京製鎖㈱
青柳商店会
草加市商店連合事業協同組合
㈱グリーン企画社
㈱アドバンス
ヒガノ㈱
㈱サン勇建設
㈲髙中板金工業
竹内セントラル㈱
㈱金山住建
日東皮革㈱
楠本化成㈱研究所
㈲大和工務店
草加ダイヤモンド交通㈲
㈱愛和
㈱ワイエムエコフューチャー
オガワホームHD㈱
㈱小櫃建設
㈲山屋酒店
㈱小山建設
㈱英美建設
㈱ケイワイテック
㈱北陽

草加市シルバー人材センター
眞幸会　草加松原整形外科
埼友会
メディトピア

内藤クリニック

西倉小児科医院
重松歯科医院

賢仁会　草加菅原レディースクリニック
高辻歯科医院
レン・ファミリークリニック
弁天町歯科医院
肥田医院

白報会　そうか在宅診療所
LIVE　WELL　長栄歯科クリニック

さいとう歯科医院
移山会　二宮病院

一正堂薬局第二支店
親和会
おおとり学園　谷塚おざわ幼稚園
ルミ学園　ルミ幼稚園
わかば会　草加なかよし保育園

かおりKaruna認定こども園 
かおりPutra保育園
デイジー保育園　草加駅前

西願寺学園　認定こども園あずま幼稚園
明学院　いなり幼稚園

宇佐美家庭保育園
まつばら保育園
かい保育園
みのべ幼稚園
新田幼稚園

草加青徳学園　青徳幼稚園
うえぞのさくら保育園
和楽ヘルパーセンター
SOMPOケア　ラヴィーレ草加松原
デイサービス　きたえるーむ草加松原
㈱あいブランチ
特別養護老人ホームアートフェリス
カーサプラチナ草加

眞幸会　介護老人保健施設　翔寿苑
㈱ベネッセスタイルケア
　メディカル・リハビリホーム　ボンセジュール草加
㈱ベネッセスタイルケア
　メディカルホームまどか草加
LuLLデイサービス草加

和啓会　訪問看護ステーションゆりの木草加
㈱萌え木　ケアセンターひだまり
デイホーム　わ〜くわっく草加
訪問介護ステーション　そうか
草加幸楽園
ケアステーションかしの木
草加明生苑

ケアコミ
ごらく草加の里デイサービスセンター
NPO法人　やさしいくらし企画

さわやかたすけあい草加

ひろば・せんちゃま
浄龍寺　
谷塚すみれ防災会
サロンひかり
高砂いきいきサロン
たんぽぽ　
みんなのひ・ろ・ば
サロン雅
サロンもみじ
榎本　武彦　　　宇田川　喜淑
齋藤　幸子　　　市川　雅保
平林　正寛　　　江口　朔治
秋山　惠美子　　後藤　義喜
中山　康　　　　佐々木　一男
石毛　一海　　　豊田　修由
小暮　徹　　　　加藤　武久
衞藤　純一　　　野田　克己
小澤　利男　　　増根　艶子
橘内　省子　　　髙橋　久
川添　千代子　　秋山　由紀子
中野　文子　　　加藤　榮子
大澤　弥壽子　　金子　静子
城野　美智子　　村上　範子
堀越　秀明　　　岡部　武好
庭野　宇吉　　　庭野　満子
吉田　勝美　　　柳原　みき子
瀬尾　寛　　　　天野　ケサ子
鈴木　和子　　　加藤　和之
嶋根　義正　　　伊藤　勝子
原口　久雄　　　竹内　一光
佐藤　邦義　　　中山　一子
川井　大輔　　　吉田　貞彦
川村　英寿　　　鈴木　勝四郎
土屋　史郎　　　森　重雄
嶋根　孝子　　　加納　哲也
橋村　泰明　　　秋元　芳枝
塚田　裕見子　　田島　三代子
髙橋　潔　　　　谷古宇　孝
奥村　勇　　　　橋本　信子
深利　勝之　　　小貫　キミ子
石川　安五郎　　佐藤　邦義
林　喜久子　　　浅井　喜久男
鈴木　榮次　　　匿名１件

草加市町会連合会
草加商工会議所

草加市すこやかクラブ連合会
ボランティア草加連絡協議会
草加地区保護司会
草加地区更生保護女性会
草加シティロータリークラブ
草加ライオンズクラブ

草加青年会議所
草加市ボーイスカウト連絡協議会
草加市認知症をケアする家族の会
草加市聴覚障害者協会
草加市子ども会育成者連絡協議会
草加市腎臓病患者友の会

草加八潮医師会
草加光陽育成会
草加市レクリエーション協会
草加市民踊同好会

埼玉県社会福祉事業団　そうか光生園
特別養護老人ホーム　草加園

豊和会　蒲公英の丘
障害者自立センター・めだか

弘林会
光陽会
光陽会　希望の家
光陽会　青空の家
光陽会　青柳太陽の家
光陽会　榮光の家
光陽会　西れんげ草
光陽会　れんげ草
光陽会　光輪の家
草加松原会

草加市薬剤師会
特別養護老人ホーム　草加キングス・ガーデン

青樹会　特別養護老人ホーム柿木園
ともにステップ

特別養護老人ホーム　フェリス
草加こだま会

NPO法人　松原団地見守りネットワーク

特別会員

草加市民生委員・児童委員 270人

団体会員

賛助会員　19人

草加市社協職員一同

令和４年３月15日4 そうか社協だより



赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金
地域歳末たすけあい募金地域歳末たすけあい募金 実績報告実績報告

ごご協力ありがとうございました協力ありがとうございました
赤 い 羽 根 共 同 募 金� 10,482,522円赤 い 羽 根 共 同 募 金� 10,482,522円
地域歳末たすけあい募金� 6,025,524円地域歳末たすけあい募金� 6,025,524円

町会・自治会別の募金実績 令和４年２月28日現在（単位：円）

町会・自治会町会・自治会 共同募金共同募金 歳末募金歳末募金

瀬崎第一町会瀬崎第一町会 100,000 30,000
瀬崎第二町会 115,700 30,000
瀬崎第三町会 180,000 30,000
谷塚コリーナ住宅棟自治会 45,000 30,000
谷塚本町町会 90,200 50,000
谷塚南町会 50,000 50,000
谷塚町北町会 66,000 20,000
谷塚西口町会 40,000 40,000
谷塚中央町会 15,000 15,000
谷塚やぎわ町会 54,000 20,000
谷塚かえで町会 36,000 27,000
谷塚あづま町会 30,000 20,000
谷塚町兎町会 50,000 30,000
グリーンアベニュー谷塚団地自治会 20,000 20,000
グリーンアベニュー谷塚団地管理組合 14,442 15,802
谷塚上町町会 295,700 70,000
谷塚仲町町会 202,000 30,000
両新田東町町会 87,600 29,200
両新田西町町会 150,361 40,000
草加スカイハイツ町会 30,000 30,000
草加市新里町会 290,000 294,000
ヴィシティ草加自治会 20,000 10,000
柳島町会 100,000 ー
遊馬町会 326,200 50,000
草加市壱丁目町会 89,715 ー
弐丁目町会 30,000 30,000
三丁目町会 27,500 ー
四丁目町会 40,000 30,000
五丁目町内会 30,000 30,000
六丁目町内会 30,000 30,000
吉町一丁目町会 20,000 20,000
吉町新和会 20,000 15,000
吉町二丁目町会 20,000 20,000
吉町三丁目町会 40,000 20,000
吉町四丁目町会 71,400 20,000
吉町昭和会 37,010 37,009
吉町中央会 15,000 15,000

吉町西親和会 13,000 12,000
吉町平和会 15,000 15,000
クレール自治会 12,080 ー
谷古宇町会 24,000 25,000
中央東町会 50,000 50,000
手代町会 100,000 50,000
手代町中町自治会 80,500 40,000
コンフォール草加自治会 20,000 20,000
氷川町南町会 221,350 220,150
氷川町中央町会 100,000 100,000
氷川町西部町会 30,000 30,000
氷川草加町会 ー 50,000
草加氷川ハイツ自治会 5,000 5,000
西町東部自治会 30,000 90,300
西町立野町会 150,000 30,000
西町第一町会 100,000 30,000
西町第二町会 30,000 30,000
草加南町会 150,000 30,000
草加五丁目町会 ー 15,000
松江第二町会 30,000 20,000
草加市稲荷第一町会 70,000 35,000
草加市稲荷南町会 79,100 50,000
稲荷中央町会 70,000 30,000
草加市稲荷６丁目町会 82,000 30,000
稲荷１丁目町会 10,000 10,000
草加市稲荷親和町会 38,000 47,800
ローズタウン草加自治会 38,600 19,200
栄町一丁目町会 25,000 20,000
コスモガーデンズ草加松原自治会 20,000 20,000
栄町二丁目町会 110,000 75,000
栄町中央町会 50,000 103,000
栄町三丁目町会 40,000 20,000
栄町三丁目自治会 29,600 29,600
中根町会 200,000 240,430
弁天町会 334,810 150,000
宮沼自治会 43,700 22,500
八幡町会 200,000 350,740

町会・自治会町会・自治会 共同募金共同募金 歳末募金歳末募金

松江中央町会 50,000 20,000
松江北町会 75,400 94,500
新栄町町会 200,000 100,000
長栄町町会 100,000 50,000
草加ネオポリス自治会 20,600 10,300
草加市清門町町会 200,000 150,000
新善町町会 209,050 185,600
稲荷コーポ自治会 20,000 20,000
金明町町会 300,000 100,000
旭町町会 353,900 100,000
メイツ草加自治会 34,000 16,000
新栄町団地自治会 101,633 92,832
上南自治会 69,900 43,000
青柳上町会 298,240 80,000
青柳根郷町会 30,000 ー
青柳志茂町会 30,000 60,000
青柳山谷町会 100,000 50,000
青柳出戸町会 201,000 50,000
柿木町会 106,800 50,000
松原四丁目南町会 20,000 10,000
花栗町会 200,000 50,000
草加ハイタウン自治会 20,000 10,000
苗塚町会 180,000 60,000
ダイアパレス草加Ⅱ自治会 30,000 24,000
小山町会 50,000 50,000
小山台自治会 25,500 ー
草加松原ハイツ自治会 45,000 10,000
北谷町会 30,000 30,000
北谷二丁目町会北谷二丁目町会 45,000 28,000
北谷三丁目町会 100,000 50,000
学園台自治会 ー 15,000
原町町会 200,000 150,000
プレミアムプレイス草加松原自治会 10,000 ー
草加松原団地自治会 57,100 30,000

合　計 9,037491 5,152,963

町会・自治会町会・自治会 共同募金共同募金 歳末募金歳末募金

赤い羽根共同募金

歳末たすけあい募金

共同募金実績共同募金実績（敬称略）（敬称略）

○�大口募金� 534,733円
<市内企業・商店・個人を含む大口募金扱い>
◦自動販売機の協力
埼玉縣信用金庫
（草加支店、西草加支店、北草加支店）
草加こだま会、日本電産グローバルサ
ービス㈱、日本化学産業㈱埼玉工場
◦大口募金（30,000 円以上）
個人 2人
○学校募金（学校・幼稚園・保育園）
� 440,687円
　小 学 校　�八幡北、新里、花栗南、瀬崎、

草加、小山、清門、高砂
　中 学 校　�栄中学校生徒会・ボランテ

ィア部

　高　　校　�草加西高等学校
　特別支援学校　�草加かがやき特別支

援学校草加分校
　幼 稚 園　�ルミ、草加ひまわり、草加

ひので、谷塚おざわ、草加
氷川、青徳、新田、みのべ、
草加藤、谷塚、いなり、草
加みどり、ひかり幼稚舎

　保 育 園　�きたうら2020年度きりん組、
やつかかみ、ひかわ、あさ
ひ、かおりPutra、にしまち、
やつか、にっさとの風、こ
やま、まつばらきた、にっさ
との森、しんぜん、せざき、
しのは、やなぎしま、けや
きの森、草加あおぞら、たか
さご、あおやぎ、しんえい、

やはた、草加にじいろ、草
加なかよし

　こども園　かおりKaruna 認定こども園
○職域及び個人・団体（草加市支会扱い）
� 469,611円
　�草加警察署親睦会、北首都国道事務
所、あさひなのはな保育室、特別養護
老人ホーム柿木園、㈲坂本工業、㈱草
加ビジネスランド、城北信用金庫東草加
支店、武蔵野銀行草加支店、㈲ユーワ
工業、武蔵野銀行松原支店、草加児童
相談所、ハリマ化成㈱東京工場、特定
非営利活動法人松原団地見守りネット
ワーク、㈲長栄恒産、医療法人社団保
清会いまじょうクリニック、そうか光生
園、草加かがやき特別支援学校草加分
校、草加にじいろ保育園、しのは保育

園、やなぎしま保育園、㈱みのり、㈲
泰山木、値段のない洋服屋、草加市民
生委員・児童委員協議会、埼玉りそな
銀行（松原支店、草加支店、ポイントク
ラブ）、ヘアーサロンヒラバヤシ、錦楽、
一正堂薬局、シルバー、藤波文具店、
ツルハドラッグ草加５丁目店、大一工業
㈱、京屋本店、草加市職員、草加市社
協職員、個人15人

○�大口募金� 722,000円
<市内企業・商店・個人を含む大口募金扱い>
◦大口募金（30,000 円以上）
　匿名１件
　個人2人

○職域及び個人・団体（草加市支会扱い）
� 150,561円
　�草加市明るい社会づくり運動協議会、
谷塚中部婦人会、草加市腎臓病患者友
の会、草加神社、草加市職員、草加市
社協職員

小計：1,445,031円

令和４年２月28日現在

小計：872,561円

令和４年３月15日 5そうか社協だより



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
　この事業は、草加市がNPO法人キッズドアに委託し実施している
小中高生向けの無料の学習支援事業です。塾のような学習のみならず、
生徒一人ひとりの生活の相談や各種イベント等も実施し、楽しく安心
できる第２の家庭のような場所です。� ※生活にお困りの世帯が対象

■ クリスマス会を開催しました!!

＜申込み・問合せ＞

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）

　令和３年12月、事業を利用している中高生を対象に開催しました。一生懸命学習に取り組んだ後のクリスマス会では、スノー
ドーム作りや、友達・スタッフとの交流など、皆さんが楽しいひとときを過ごしました。

　図や参考書などを
使って分かるまで教えて
くれるので、勉強が好き
になりました。先生は親
しく接してくれるので、
何でも相談できます。

中学３年男子 中学２年女子

　先生が丁寧に教え
てくれたので、数学
の点数が上がりまし
た。他校の友達が
できるのも楽しみの
一つです。

草加市子どもの学習支援事業草加市子どもの学習支援事業
なりたい自分を目指して！ 参加費無料・定員制

参加者の声

年内最後の学習教室 スノードーム作りに挑戦皆さん集中しています 上手にできました

ＣＳＷ活動報告ＣＳＷ活動報告
家に閉じこもりがちで、家族以外との交流がなかったＡさん。

実はこんな特技が！

問合せ　コミュニティソーシャルワーカー
電 話 048電 話 048--932932--6770　FAX 0486770　FAX 048--932932--67796779

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。

　地域の方たちに支えられ、Ａさんにとって新しい一歩になったように感
じました。
　同じような悩みや思いを抱えている人たちもきっかけさえあれば、一歩
踏み出すことができると感じています。ぜひ、CSWへご相談ください！

預貯金の出し入れや、
公共料金の支払いなど

福祉サービスを
利用するための援助

大切な書類などの
お預かり

郵便物の整理や、
日常の暮らしに必要な

事務手続きなど

特技を活かして社会参加

生活支援コーディネーター CSW
CSW Aさん

Aさん

Ａさんにはパソコンの知識がありました。

Ａさんにお願い
できないかな？

Aさんは動画作成をきっかけに
サロンへ参加することに…！

サロンで動画を
作りたいとの声が
あがっていて。
誰かいないかしら

動画の作成は
良い経験になりました。
また、人と交流すること
が大事だと思いました。
みなさんお元気ですね！

Aさんの特技を
活かして

みませんか？

不安だけど…
やってみます。

　本会との契約により、生活支援員が定期的
に訪問し、以下の援助を行います。（※利用さ
れるご本人が契約内容を理解し、利用を希望
している必要があります。）

※契約後の援助には原則利用料金がかかります。
　（本会独自に利用料の助成を実施しています。）

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）

あんしんあんしん
サポートねっとサポートねっと
福祉サービス利用援助事業

　認知症や知的障がい・精神障がいなどにより、
日常の判断にお困りの方が、安心して生活を送るた
めのお手伝いをします。
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令和３年度居宅介護支援事業所利用者満足度調査集計結果 令和３年度訪問介護事業所利用者満足度調査集計結果
（回収数122件/配布数140件　回収率87％）　単位：件 （回収数65件/配布数91件　回収率71％）　単位：件

居宅介護支援事業所について は　い いいえ どちらで
もない 無効回答 合計

１　�担当者からの説明は分かりやすいで
すか？ 118 0 4 0 122

２　�介護サービス計画は、十分な話し合
いのもとに行われていますか？ 114 0 5 3 122

３　�相談・苦情の窓口について説明を受
けましたか？ 105 11 3 3 122

４　�ご本人・ご家族様のプライバシーに
配慮があると思いますか？ 117 0 2 3 122

５　�定期的な訪問は予定どおりですか？ 121 0 1 0 122

６　�担当者との連絡は取りやすいです
か？ 120 0 1 1 122

７　�言葉づかい・身だしなみなどはきち
んとできていますか？ 121 0 1 0 122

８　�相談しやすい雰囲気ですか？ 121 0 1 0 122

（１）訪問介護事業所について 満足 やや
満足 ふつう やや

不満 不満 無効
回答 合計

１　�サービス内容や契約等についての説
明は分かりやすかったですか？ 35 9 20 1 0 0 65

２　�提供しているサービスは、十分な話
し合いのもとに行われていますか？ 40 9 16 0 0 0 65

３　�提供しているサービスに満足してい
ますか？ 39 12 14 0 0 0 65

４　�相談・苦情などの対応に満足してい
ますか？ 36 9 17 3 0 0 65

（２） サービス担当責任者及びヘルパーに
ついて 満足 やや

満足 ふつう やや
不満 不満 無効

回答 合計

１　�ご本人・ご家族様のプライバシーに
配慮があると思いますか？ 40 7 16 0 0 2 65

２　�ヘルパーの定期的な訪問は予定どお
りですか？ 49 5 10 0 0 1 65

３　�ヘルパーが交代したとき、引継ぎが
できていると思いますか？ 40 5 17 2 0 1 65

４　�言葉づかい・服装・態度について満
足されていますか？ 47 6 11 1 0 0 65

５　相談しやすい雰囲気ですか？ 42 8 14 1 0 0 65利用者様、ご家族様からのご意見、ご要望など（一部抜粋）
●�いつも的確なアドバイスをいただき、また、
いろいろな面で配慮していただき助けても
らっています。ありがとうございます。
●�真心こもったあたたかいお言葉をいただい
て、家族も安定した日々を過ごすことがで
きるのは、ケアマネさんがいるおかげです。
本人、家族にとってなくてはならない人で
す。
●�いつも丁寧な対応、ありがとうございます。
現状、不備になるようなことはありません
が、何かありましたら、気軽に相談させて
いただこうと思っています。

その他の意見（一部抜粋）
●�現在受けているサービスに大変満足しています。今のサービスが長く続くことを
願っています。

●�良くやっていただいて助かります。ありがとうございます。
●�今後とも、よろしくお願いいたします。
●�本当にお世話になりました。皆様のおかげでギリギリまで母と自宅で過ごすこと
ができ、最期は「楽しかった。ありがとう。」と言ってもらえ、悔いなく見送るこ
とができました。本当にありがとうございました。

●�私どもの都合で休む場合（急に）はいたしかたないが、幸不幸が急にあった場合、
代替日の設定が欲しいです。

問合せ　新田東部地域包括支援センター　電話 048–932–6775

【手口】　�　市役所・税務署職員等を名乗る者から、「医療費・税金の
払い戻しがある」「手続きをすればお金が戻ります」などと電
話をかけてきます。� �
　その後、携帯電話を持って銀行やコンビニのATMに行く
ように誘導し、言葉巧みにATMを操作させます。そして、
還付金を受け取るつもりが、気づかないうちに犯人の口座に
お金を振り込んでしまいます。

【対策】　�　市役所等がATMで還付金を返金することはありません。
電話で ATM の操作を指示されたら、間違いなく詐欺です。�
　相手の話を信用せず、必ず関係機関に事実確認しましょう。

【手口】　�　警察官、銀行協会職員等を名乗り、「あなたの口座が犯罪
に利用されている」「キャッシュカードの交換が必要」などの
名目で、キャッシュカード、クレジットカード、預貯金通帳等
をだまし（脅し）取ります。

【対策】　�　警察官や銀行協会等の職員が暗証番号を聞いたり、通帳
や印鑑、キャッシュカードを預かりに来ることはありません。
絶対に暗証番号を教えたり、通帳を渡してはいけません。万
が一に備えて、引き出し限度額を下げておきましょう。

令和３年1月～ 12月
市内特殊詐欺被害額
約5,328万円

（令和４年１月末時点）

市役所・警察等をかたった考えてみよう、考えてみよう、
災害への備え災害への備え
　いざという時、頼りになるのはご近所同士の助け合いです。
　阪神・淡路大震災を例に見ると、倒壊した家屋などに閉じ込められて、
がれきの下から救出された人のうち約８割が「近隣住民等」によって助け
出されたという調査結果もあります。（内閣府「令和元年版防災白書」より）
　災害時に限ったことではありませんが、困りごとを抱えている人が地域
から孤立することなく安心して暮らしていくことができるように、住民同
士のつながりを意識して、身近なできることから始めてみましょう。

　本号では、草加市内で多発している「還
付金詐欺」「預貯金詐欺」を紹介します。
詐欺の手口を知ることが、被害防止の第
一歩です。
　最近の傾向と対策を知り、詐欺被害か
ら自分の身を守りましょう!!

怪しい電話がかかってきたり、不安を感じたりしたときは
「草加警察署048–943–0110」へご相談ください。

支え
合い編

①あいさつ・声掛け

②顔の見える関係 ③お互い困っている
時の支え合い

➡

➡

預貯金詐欺２

還付金詐欺１

詐欺被害 多発詐欺被害 多発!!!!

　平常時の地域住民の交流が深けれ
ば深いほど、いざという時に「共助」
の力が発揮されます。
　家族を含めてご近所同士が、日頃
から「あいさつ」「声掛け」を心がけ、
お互いを気にかけることで、「顔が見
える関係づくり」がすすみ、災害が
起きた時に助け合いができる地域づ
くりを進めていくことが大切です。
※共助：�困った時はお互い様の精神

で助け合うこと

おはよう！

　令和３年11月～令和４年１月において、本会の居宅介護支援事業所
及び訪問介護事業所の利用者の皆様に満足度調査を実施しました。ご
多用のなかご回答いただき、ありがとうございました。
　皆様からのご意見等に対して、事業所内でも検証し、今後も質の高
いサービスを提供できるように取り組んで参ります。

ご協力、 ありがとうございました

介護保険サービス事業所
利用者満足度調査集計結果

おはよう
ございます！

Aさんお元気
かしらね？

今度、
訪ねてみるよ
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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　�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 
　　　家事援助 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

介護職員募集介護職員募集
登録訪問介護員

申込み・問合せ　介護課介護サービス担当　電話 048–932–6777

令和４年度　手話講座・事業のお知らせ
　「手話」は、聴覚障がい者の生活の中から生まれた言葉です。手話を学ぶのは
もちろん、聴覚障がい者の生活や聴覚障がいの特性、福祉制度なども学びます。

　詳しい内容は、４月以降に本会ホームページや広報そうかに掲載する予定です。お申込み開始までしばらくお待ち
ください。
　初めての方を対象とした手話奉仕員養成講座「入門」は、７月に募集、９月開講予定です。次号のお知らせをご確
認ください。

令和４年６月16日～令和５年２月16日の
毎週木曜日
９時30分～ 11時30分
草加市文化会館　ほか
30人（応募多数の場合は抽選）
無料
ただしテキスト代はご負担いただきます。
５月６日（金）～５月23日（月）必着

日　 程

時　 間
会　 場
定 員
受 講 料

申込期間

令和４年６月下旬
草加市立中央公民館
未定

日　 程
会　 場
内 容

　入門講座を修了された方、または同等レベル
の方が対象です。� �
　なお、この講座は２回まで受講できますので、
過去に一度受講された方もお申し込みいただけ
ます。� �
　草加市在住、または在勤の方が対象です。

　主に補聴器や筆談などをコミュニケーション
手段にしている難聴者を対象とした懇談会。

※コロナウイルス感染症拡大の影響により変更することがあります。予めご了承ください。

手話奉仕員養成講座「基礎」　全30回

【難聴者の集い】（予告）

【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

手 話

訳通 だより

SIGN LANGUAGE
INTERPRETER

～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。）

申込み・問合せ

　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。

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、特別休暇付与（本
会規定による）

　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）をお持ちで、保育等の経験
を有する方
※�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）� �
高　卒　　162,922円〜� �
短大卒　　171,402円〜� �
大　卒　　181,260円〜� �
※別途前歴換算あり

賞　　与：3.39か月（令和３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
応募資格：①�18歳〜 64歳（高卒以上）

②�保育等の経験を有する方
※�①②の条件を満たす方が対象とな
ります。

基 本 給：180,000円
賞　　与：1.95か月（令和３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：990円〜（令和４年４月〜）
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）、� �

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

ご応募お待ちしておりますご応募お待ちしております

放課後児童クラブ職員募集
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氏名・名称 寄付金額
旭町団地自治会 7,767
谷塚中部婦人会 10,000
なかむら屋 4,704
並木　孝 5,000
埼玉東部ヤクルト販売株式会社 75,241
高野工務店様宅観音様賽銭 32,900
光家　幸子 20,000
裏千家茶道「雅の会」　会長　吉田　宗沢 10,000
ほほえみの会　代表　丸野　典子 30,115
詩吟神風流　草加連合 5,000
林　眞喜雄 11,348
日本基督教団　草加教会 10,000
新栄団地4-4-C階段　一同 1,566
朝日生命労働組合　越谷支部 20,000
税理士法人　フカサク 7,817
石川　弘子 30,000
市民温水プール　公益財団法人　草加市ス
ポーツ協会　会長　谷古宇　勘司 40,812

ふらここ　会員一同 10,363
故人からの遺贈 3,514,610
匿名5件 143,304

合　　　　計 3,990,547

氏名・名称 寄付物品

中根町会 マスク50枚入60箱
消毒スプレー 25ヶ

ほほえみの会　代表　丸野　典子 大鍋、すくい網

埼玉縣信用金庫　草加支店 乾パン48缶
保存水1.5ℓ 24本

吉田　朝次 ランドセル２個
草加市立中央図書館 リサイクル本89冊

匿名 アルコール消毒液
500㎖ 240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11月18日～令和４年３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。）

●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）
３月末日をもって終了となります。４月以降の、福祉に関
する相談はCSWへお電話ください。
●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（コミュニティソーシャルワーカー）
●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
　　　（コロナ禍のため、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）

次号の「そうか社協だより」（第171号）は令和４年６月発行予定です。
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