
令和４年度 予算

重 点 事 業 重 点 事 業 （複雑多様化した生活課題の解決に向けて）（複雑多様化した生活課題の解決に向けて）
●重層的支援体制整備事業の趣旨を踏まえ、部署間、担当間の垣根を越えて、組織一丸となって事業活動を展開します。

　今もなお新型コロナウイルスの脅威は続いており、コロナの収束よりもウィズコロナの視点で新たな地
域福祉活動の仕組みを考えていく必要性が生じてきています。また、少子高齢化の進行や家族機能の変化、
さらには価値観や働き方の多様化を背景に、地域生活課題は複合化・複雑化の一途を辿っています。
　こうした中、社会福祉法の改正により創設された重層的支援体制整備事業の目的、趣旨を踏まえ、第４
次地域福祉活動計画に基づく地域福祉活動を通じて、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、法人としての社会的使命を果たしてまいります。

CSW（コミュニティソーシャルワーカー）による
支援機関等のネットワークづくりや伴走型の支援

例えば…
●地区社会福祉協議会の活動支援
●生活支援体制整備事業による支え合いの仕組みづくり

他にも…
　新型コロナウイルスの感染状況や、社会情勢の変化を注視しつ
つ、臨機応変に各種事業を遂行対応し、地域福祉活動を推進して
まいります。

収　　入 支　　出
（単位：円） （単位：円）

番号 名　称 予算額 比　率

① 会費 16,439,000 1.6%

② 寄付金 1,910,000 0.2%

③ 経常経費補助金 88,670,000 8.5%

④ 受託金 761,246,000 74.1%

⑤ 貸付事業 4,140,000 0.4%

⑥ 事業収入 3,041,000 0.3%

⑦ 介護保険事業 103,772,000 10.1%

⑧ 障害福祉
サービス等事業 47,401,000 4.6%

⑨ 受取利息配当金 7,000 0.1%

⑩ その他 108,000 0.1%

合　　　　計 1,026,734,000 100%

番号 名　　称 予算額 比　率

① 法人運営事業 109,252,000 10.3%

② 企画・広報・調査・研究・
助成事業 3,644,000 0.3%

③ 小地域福祉ネットワーク
活動事業 18,636,000 1.7%

④ ボランティアセンター事業 2,326,000 0.2%
⑤ 障害福祉サービス事業 52,604,000 5.0%
⑥ 生活つなぎ資金貸付事業 5,799,000 0.5%
⑦ 手話通訳事業 23,414,000 2.2%
⑧ 点字・声のお知らせ事業 806,000 0.1%
⑨ 講習会開催事業 2,447,000 0.2%
⑩ 指定訪問介護事業 50,661,000 4.8%
⑪ 福祉サービス利用援助事業 6,327,000 0.6%
⑫ 交通遺児基金運営事業 1,000 0.1%
⑬ ふれあい福祉基金運営事業 2,000 0.1%
⑭ 成年後見事業 23,413,000 2.2%
⑮ 生活支援体制整備事業 32,166,000 3.0%
⑯ 放課後児童健全育成事業 584,128,000 55.2%
⑰ 共同募金配分金事業 12,377,000 1.2%
⑱ 生活困窮者自立相談支援事業 39,488,000 3.7%
⑲ 包括的支援体制構築事業 19,712,000 1.8%
⑳ 地域包括支援センター事業 38,186,000 3.6%
� 指定居宅介護支援事業 33,490,000 3.2%

合　　　　計 1,058,879,000 100.0%

※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。

『多機関協働事業』

『アウトリーチ等を
通じた継続的支援事業』

※４ページ参照

『地域づくり事業』 『参加支援事業』
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申込み・問合せ　総務課　電話 048–932–6770

令和３年度会員募集実績報告

（敬称略　単位：円）
会員の種類 個人・団体名 金　額
個人会員 小山台自治会（追加） 15,200
個人会員 吉町平和会 45,000
個人会員 草加青柳団地自治会 34,000
団体会員 草加市民生委員・児童委員協議会 10,000
特別会員 松原将棋クラブ 3,000
特別会員 浜坂　一良 5,000

ほか賛助会員１人

（そうか社協だより３月号発行後、納入いただいた個人及び団体）
皆様一人ひとりのちからが地域福祉活動の実現のために活かされます。

　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、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４年度 社会福祉協議会 会員募集令和４年度 社会福祉協議会 会員募集

例えば…
●地域包括支援センター
●まるごとサポートSOKA
●そうか成年後見サポートセンター

『包括的相談支援事業』

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

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４年６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.171
ホームページ Facebook

イメージキャラクター ウェルちゃん



『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。）

※総合事業とは…�介護予防・日常生活支援総合事業の略称。これまで専門職限定だった訪問介護・通所介護サービスの担い手を、民間事業者や
NPO法人のほか、ボランティア団体・個人などにも広げる新たな介護サービスの枠組み。� �
草加市では、ボランティアが担い手となって、お茶を飲んだり、おしゃべりをしたりし、地域の方が気軽に集える通所介護
サービスを提供しているところもあります。

日　　時　�８月15日（月）・16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
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　�30人
申込期間　�６月15日（水）～７月29日（金）（土・日を除く。）
申　　込　�下記のところまで� �

※�申込み後、修了証発行のため、身分証明証の写し
等が必要になります。

問合せ・申込み　地域福祉課 支え合い推進係　電話 048–932–6770

※�新型コロナウイルスの影響により、中止・変更をする場合がありま
す。予めご了承ください。

～「聴く」ことを学んでみませんか～

地域のつどいの場「さかえーる」

ほっこり茶家ほっこり茶家 が始まりました！開設セレモニーを開催

地域デビュー
しよう！

　「さかえーる」は、民家を活用した地域の誰もが気軽に立
ち寄れる住民の交流と情報交換の場で
す。月曜日～土曜日までさまざまな団
体が活動しています！
　さかえーるの活動に、12月から
「ほっこり茶家」が始まりました。自分
の家のようにほっこりできる居場所づ
くりをしていきたいとの思いから名付
けました。
　「誰かとお話したいなぁ」
「散歩がてらお茶をしたい
なぁ」「新しい友達が欲しい
なぁ」と思っている方、どなた
でもご参加いただけます。男
性スタッフもいますので男性
も気軽に遊びに来てくださ
い！お待ちしています。

開 所 日　�毎週第１・２・３土曜日
開所時間　10時～15時
参 加 費　�100円（フリードリンク）

　４月１日に開設した瀬崎ざくろ亭。５月23日に、その開
設を祝し、草加市長をはじめ瀬崎地区関係者等を招き、開設
セレモニーを開催しました。
　谷塚東部地区社協の瀬崎ざくろ亭部会のスタッフや地域
のボランティアが協力し、この日のための準備をしてきまし
た。筆で書いた看板、式次第、お土産などはすべて、スタッフ
やボランティアによる心がこもった手作りとなっています。
　セレモニーでは、来賓の方々からお祝いの言葉とともに
関係者への労いの言葉が
送られ、会場は大きな拍手
に包まれました。
　市内にまた一つ、地域に
親しまれる温かい居場所
が誕生しました。ぜひ足を
運んでみてください。

開 所 日　�火曜・木曜・金曜（祝日及び年末年始を除く。）
開所時間　�10時～15時（出入り自由）
お 茶 代　�100円
所 在 地　�瀬崎五丁目21番36号
問い合わせ　�048－927－9156�

（瀬崎ざくろ亭直通、開所時間内）

日　　時　�７月28日（木）�
13時～ 16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、市内でおしゃべり
ボランティア支援員として活
動できる市民の方

受 講 料　無料
定　　員　30人
申込締切　７月20日（水）
申　　込　下記のところまで

傾聴ボランティア養成講座（初級）

瀬崎ざくろ亭瀬崎ざくろ亭地域に親しまれる
温かい居場所

コミュニケーションは「聞く」より「聴く」です。

手作りの温かいセレモニー。

見学もどうぞ。

たぬきが目印です。

　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。
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　草加市社会福祉協議会主催の敬老会（実施主体は各地区社会福祉協議会）に
ついて、これまで対象年齢を「75歳以上」としておりましたが、平均寿命・健康
寿命の延びや市内高年者数の増加等を受け、令和４年度以降は対象年齢を「80
歳以上」として実施いたします。
　対象年齢の引き上げにより、対象から外れてしまった皆様及び関係者の皆
様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬老会　対象年齢引き上げのお知らせ敬老会　対象年齢引き上げのお知らせ

対象者

変更内容

祝 金婚

昭和47年に結婚したご夫婦（１月１日～ 12月31日）

敬老会対象年齢：令和３年度まで「75歳以上」⇒令和４年度以降「80歳以上」

　自分たちが住む地域のことを、地域のみなさんで「こんな地
域だったらいいね」「どうしたら住みやすい町づくりができる
かな」と話し合う中で、「どこかの団体に属していなくても、
気軽に繋がれる場の検討をしたい！」こんな思いから、草加
川柳地区第２層協議体「楽笑さんぽ

（青
し ょ う し

柿）」が発足しました。
　元気な人も、そうでない人も支え合
える仕組みづくりをしていきます。

【５月のおさんぽ】
　５月は「〜初夏のかきのきコース〜」ということで、柿木地区
をお散歩。
　閉じこもりがちだった人が、気兼ねなく「参加してみようか
な！」と思えるきっかけを作りたい。最初の一歩は散歩。メンバ
ーで考えたコースを和気あい
あいと歩き、語って、楽しみな
がら、この地区の歴史や文化に
触れることができました。
　楽しく笑って、１歩・２歩・３
歩…みなさんも気軽に楽笑さ
んぽへ参加してみませんか？

　コロナ禍で人と気軽に会えない
日々が続いています。「おしゃべり電
話」はちょっと誰かと話したい、日常
のたわいないおしゃべりをしたり、
悩みや苦しみを誰かに聞いてもらい
たい、そんな思いに寄り添います。ど
んな内容でもお気軽にどうぞ。匿名
でも大丈夫ですので、お電話お待ち
しています。

毎週火曜日
12時〜16時（年末年始を除く。）

080–7135–6336
080–7120–0579

受付日時

お電話はこちら（通話料金はかかります）

主催：新田東部地区第二層協議体　「おしゃべり倶楽部」
※ おしゃべり倶楽部のスタッフは、草加市社会福祉協議会の
「おしゃべりボランティア支援員（傾聴ボランティア養成講
座修了者）」を中心に構成されています。

草加川柳地区　第２層協議体発足!!草加川柳地区　第２層協議体発足!! おしゃべり電話　利用者募集中！おしゃべり電話　利用者募集中！

↑�草加高校JRC部の生徒さんに
デザインしてもらいました

結婚５０年、おめでとうございます。結婚５０年、おめでとうございます。

問合せ　地域福祉課 支え合い推進係　電話 048–932–6770

問合せ　地域福祉課 地域支援係　電話 048–932–6770

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

　結婚50年をお迎えになられましたご夫婦を対象に、金婚のお祝いをさ
せていただきます。詳細につきましては、社協だより９月号であらためて
ご案内いたします。
　なお、式典に関しましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中
止といたします。予めご了承ください。

心も体も元気いっぱい！

お気軽にお電話ください。

令和４年６月15日 3そうか社協だより



支援が届いていない人に支援を届けます！支援が届いていない人に支援を届けます！

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  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
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

（生活困窮者自立相談支援窓口）

申込み・
問 合 せ

ほか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、
本会が草加市から受
託し、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
「社会に出ることが不安」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”

ひとりで
抱え込まず、

まずはご相談を！

そうか成年後見サポートセンター

草加市中核機関を開設草加市中核機関を開設

中核機関の機能とセンターの主な役割

　元々、センターでは中核機関に相当する機能を有していましたが、草
加市の受託事業としてより一層の推進が求められています。
　制度の利用は難しいとお考えの方も多くいらっしゃいます。少しで
もお力になれるよう取り組みますので、気軽にご相談ください。

　草加市では、令和４年５月１日に中核機関を開設しました。
　中核機関は、成年後見制度の利用相談や、地域内のネットワーク構築
など、制度の利用促進の要（中核）を担います。本会が草加市から受託
し、運営を開始しました。

そうか成年後見サポートセンター（中核機関）
電話　048－932－6788（直通）
つながりにくい場合は、048－932－6770（代表）

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。

●相談は無料です。
●相談方法は電話・来所相談のほか、訪問も可能です。
●個人情報の取り扱いには十分に注意します。

困りごとを周りに相談できないことは、だれでもありま
す。抱えこまずに、ぜひCSWへご相談ください！

●�「困りごとをどこに相談すればよいのか分からない」
などの悩みを、解決に向けて一緒に考えていきます。
●新しい担当者３人が、草加市全域を支援します。

私たちがCSWです。

このような相談が増えています。
家に閉じこもりがちの家に閉じこもりがちの

家族がいる家族がいる
ご近所の家のご近所の家の
様子が心配だ様子が心配だ

誰とも関わりがなくて誰とも関わりがなくて
不安だ不安だ

困りごとが沢山あり困りごとが沢山あり
相談先が分からない相談先が分からない

１

3

2

4

相談機能

利用促進機能

広報機能

後見人支援機能

● 電話、来所のほか、必要に応じ
て訪問相談も可能です。

● 専門的な相談は、弁護士等の
専門家と話し合いのうえ回答
いたします。

● 市民後見人の養成とその後の
支援を行います。（養成講座の
開催時期は未定です。）

● 家庭裁判所との連携

● 社協だより、本会のホームペー
ジなどを活用して、制度のお知
らせをします。

● サロン、会合などにお呼びいた
だければ、講演活動を行います。

● 後見人（親族・市民・専門職）の
ご相談をお受けします。

● 後見人に対する研修等を行い
ます。

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
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この夏、始
める

この夏、始
める

ボランテ
ィア

ボランテ
ィア

ボランティア団体の紹介ボランティア団体の紹介

　現在の会員は15人。毎月２回の勉強会と定例会を行っています。点訳
活動を通じ、メンバー１人ひとりが自由に意見を交わしながら、日々、
楽しい雰囲気の中で点訳の技術の向上に努めています。
　主な活動としては、視覚障がい者からの依頼を受け、新聞のコラム
や・点字図書等を作成したり、草加市からの依頼を受けて、コロナワク
チン接種券や特別給付金などの点字表記を行うなど、広く活動を続け
ています。そのほか、通常の活動のほかに、福祉まつりをはじめ、小学校
で行っている福祉体験学習や社協が行っている夏休み親子点字体験な
どにも積極的に協力しています。
　また、中央公民館主催
の「こころを結ぶ光のひ
ろば」での活動では、 一
般の皆様にも点字を知っ
ていただく機会として、
気軽に参加できる点字体
験も設けています。興味
のある方は、ぜひご参加
ください。

　私たちは、手話サークルから全国組織とつながりのある草加市手話
通訳問題研究会「手話友の会」となり、合わせて47年間活動しています。
　手話サークルとしての期間も含め47年間、聴覚障がい者と交流を深
めていく中で手話を学び、共に活動をしてきました。今までの想いを引
き継ぎ、聴覚障がい者の生活を見つめ、より良い社会になるよう活動し
ています。
～活動内容～
● 聴覚障がい者との会話を通した手話の学習・歩き会・年１回の特別講

演・お花見・合同社会見学・クリスマス会・忘年会など
● 草加市聴覚障害者協

会と共にさまざまな
プロジェクト委員会
を立ち上げ、防災訓
練や手話言語条例に
関する学習会を開催
し、地域活動へとつ
なげています。

代表者名　石森　玲子
活 動 日　第１火曜日、第２・４水曜日　10時～12時
活動場所　草加市立中央公民館・点訳室（社会福祉協議会内）・他

代表者名　大津　裕子
活 動 日　�昼の部　火曜日�13時～15時�

夜の部　水曜日�19時～21時30分
活動場所　草加市立中央公民館

問合せ・申込み　地域福祉課 支え合い推進係 ボランティア担当　電話 048–932–6772

No.73

夏休みボランティア体験

｢点字・手話親子体験｣

障がいの特性を理解しよう。
「やってみよう・楽しいクッキング体験」

　夏休み中の学生の皆さんを対象に、ボランティア活動の情報提
供や、紹介を行っています。

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。
夏休みの機会に親子で点字・手話を学びませんか。

　目の不自由な方々とコミュニケーションを図りながら、一緒に
料理を作りませんか。

●日　時　● 点字体験　７月30日（土）10時〜12時
● 手話体験　８月６日（土）10時〜12時

●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　定員になり次第締切り）
●持ち物　筆記用具・飲み物等

●日　時　８月27日（土）９時５分〜 13時
●会　場　 草加市文化会館２階　実習室 

（集合場所は、草加市文化会館第２会議室）
●対象者　 小学３年生〜大学生 

（定員12人　定員になり次第締切り）
●持ち物　エプロン、三角巾、フキン２枚、不織布マスク
●参加費　無料 ※ただし、材料費として500円の負担あり

　夏休み期間中に、ボランティアを体験してみませんか？
　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、きっと素敵な経験になります。

草加点字サークル

地域の中で支え合う、共生社会の実現を掲げ、広く活動している【ボランティア草加連絡協議会】の加入団体を紹介します。

草加市手話通訳問題研究会
「手話友の会」

～新しい自分を発見しよう～

１

２

３

きっと見つかる自分にできるボランティア

興味がある方、見学に来てください。興味がある方、見学に来てください。 ２つの条例が同時に制定されました。２つの条例が同時に制定されました。
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放課後児童クラブ職員募集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？～

　放課後児童クラブは、共働きで日中家に保護者がいない小学生が、放課後（保護者が迎えに来るまで）の間を過ごす生活の場です。支援員は、子どもたち
の生活を支える存在。子どもたちが安心・安全に過ごせる空間を作り、子ども同士や支援員との関わりの中で健やかに成長していけるよう支援します。

Q やりがいや難しさを感じるのはどんな時で
すか。
A 保護者に、子どもたちの楽しかった事、悲し
かった事、どこまでの事をどうやって伝えよう
か、考えながら伝える事に難しさを感じます。
　自分にとってはあまり得意でない分野で…。
しかし、それら一つ一つが子どものより良い生

活のために必要な事なので、やりがいも感じています。

Q 最近児童クラブで盛り上がったことはなんですか。
A 新入児童の歓迎会で遊んだ「ウインク殺人事件」です。
　名前だけだと物騒ですね(笑)。鬼と目が合ってウインクされた人は
倒れていく。誰が鬼でしょう？というゲームです。
　入室して間もない１年生も含めて、全員が楽しめる歓迎会をやり
たくて。みんなが参加できるよう去年からの在室児はプレイする側、
今年度からの入室児は鬼を見つ
ける探偵側の役割を振りました。
みんな大盛り上がりで大成功だ
ったと思います！ただ毎月同じ
レクをやるわけにはいかないの
で…次はどうしようかな。
　これも難しいなと思う反面、や
りがいでもあります。

Q 今月の印象的なエピソードを教えてください。
A １年生だけ給食がなく、登室が早かった日、昨日まではクラブにす
ぐ来ていた上級生がいつまでも来ないので、「お兄さんたち児童クラ
ブ辞めちゃったの？もうお外にも一緒に行けないの？」って。かわい
いなあと思うと同時に、１年生が上級生の子たちを頼れるお兄さん
お姉さんとして見ていることを嬉しく思いました。
　上級生の子どもたちも本当によく下の子たちを気にかけてくれ
て、１人でいる１年生に「こっちにおいでよ。」と一緒に遊んでくれて
いたり。学年を超えた交流ができていることに安心感を覚えました。

Q 子どもたち（または保護者）に一言お願いします。
A いやなこと、例えば宿題をやらされることとか(笑)あるかもしれ
ないけど、それも自宅の代わりとなる児童クラブの活動の一つです。
ほかの子はおうちでやっていることで、児童クラブはみんなにとっ
てのおうちだから。そういうのも含めて児童クラブで生活してほし
いなと思います！児童クラブ
が安心して過ごせる場所であ
るよう、僕たちも頑張ります。

申込み・問合せ　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。）

勤務地は、社協受託の市内17か所の児童クラブのいずれかです。勤務地は、社協受託の市内17か所の児童クラブのいずれかです。

その他１・２・３・４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。

年　　齢　64歳まで（高卒以上）
時　　給　�990円～
調整手当　�週５日6,000円�

週４日4,000円
賞　　与　�あり（契約要件により異なる）
勤務日数　�週４日又は週５日
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

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　�大　卒　　188,447円～� �
短大卒　　178,589円～� �
高　卒　　170,109円～� �
（調整手当、地域手当含む。別途
前歴換算、昇給あり）

賞　　与　3.39か月（令和３年度実績）
そ の 他　�資格手当（放課後児童支援員認定資格

取得者のみ）、扶養手当、住居手当あり�
社会保険、雇用保険、労災保険、
福利厚生、退職金積立を完備

応募資格　�①18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（昇給あり）
賞　　与　1.95か月（令和３年度実績）
そ の 他　�調整手当、資格手当（放課後児童

支援員認定資格取得者のみ）あり�
社会保険、雇用保険、労災保険、
福利厚生を完備

年　　齢　64歳まで（高卒以上）
時　　給　�990円～
勤務日数　�週４～５日程度（月～土のうち）
応募期限　�６月23日（木） 

※夏休み以降の就労希望は応相談

１ 臨時職員 ３ 正規職員

４ 嘱託職員

２ 登録職員【 ７／１～夏休みのみの短期】

（１日４～６時間程度）

採用情報はこちら

八幡北児童クラブの岡田支援員にインタビュー

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？
～社協が運営している17児童クラブを紹介します～

支 援 員 編

倒れるときも全力です。倒れるときも全力です。 宿題もがんばります！宿題もがんばります！

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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問合せ　 草加市長寿支援課又は 
お住まいの住所を担当する地域包括支援センター

エアコンを賢く使おうエアコンを賢く使おう

知って「予防」学んで「安心」　知って「予防」学んで「安心」　認知症認知症

室内熱中症に注意

発生場所別救急搬送人数
※総務省の報道資料「令和３年（５月～９月）の熱中症による救急搬送状況」から抜粋

　毎年、６月～９月頃までは熱中症関連のニュースを目にします。
　その「熱中症」の多くは、「住居」で発生していて、発生場所全体の４割を
占めています。
　なぜ、住居内でも熱中症になってしまうことがあるのかというと、原因
である高温多湿で風や空気の流れがない場所という環境条件が、住居内で
も揃ってしまうからです。
　住居内での熱中症を防ぐためにも、エアコンを活用し、快適な環境を作
りましょう。

■
■
■
■
■
■
■
■

住 居
仕 事 場 ①
仕 事 場 ②
教 育 機 関
公 衆（屋 内）
公 衆（屋 外）
道 路
そ の 他

（敷地内全ての場所を含む。）
（道路工事現場、工場、作業所等）
（農・畜・水産作業中）
（幼稚園、保育園、小学校、中学校、高等学校、専門学校、大学等）
不特定者が出入りする場所の屋内部分（劇場、コンサート会場など）
不特定者が出入りする場所の屋外部分（競技場、野外コンサート会場など）
（一般道路、歩道、有料道路、高速道路等）
上記以外

　室内熱中症の予防策として有効なのが、エアコンを使い部屋の温度・湿度を安全なレベルに調整して保つことです。
　暑くても、エアコンを使わないで過ごしていると、気が付かないうちに重篤な熱中症に陥ってしまうことがあります。
　次のようにエアコンを上手に使うことで、熱中症のリスクを減らし、かつ、からだにも優しい室温環境を作りましょう。

　社会全体が急速な高齢化を迎えている日本。認知症になる方も増加の一途をたどっています。草加市では、認知
症と診断される高年者数が2020年に5,182人、2025年には6,183人にまで増加すると予測されており、これは
65歳以上の約10人に１人の割合で発症することを意味しています。（第八次草加市高年者プランより）
　認知症は正しく理解し予防することで、発症や進行を遅らせることができると言われています。この機会に認知
症について学び、大切な家族や友人が笑顔で過ごせるよう一緒に考えてみませんか。

　認知症は、ある日突然おこる病気ではありません。認知症が発症する前には、軽度
認知障害（MCI）と呼ばれる正常な状態と認知症の中間のような状態があります。
　MCIはそのまま放置しておくと症状が悪化するおそれがあり、５年間で約
40％が認知症を発症すると言われています。早めに適切な予防対策や治療を行
うことで約10～ 40％の方が正常な状態にまで改善する可能性があることが分
かっています。健康診断と同じように定期的な脳の健康度チェックも大切です。
　特定健診、後期高齢者健診と一緒に脳の健康度チェックを受けましょう！

♦脳の健康度チェック（認知症検診）
〈内　　容〉
草加市及び八潮市の指定医療機関にある「脳の健康度チェック票」に記
入し、その内容をもとに医師の問診を受けます。

〈対 象 者〉草加市に住所がある方
60歳の方（昭和37年４月２日から昭和38年４月１日までに生まれた方）
65歳以上の方（昭和32年4月1日以前に生まれた方）

〈受診期間〉６月１日（水）～ 12月16日（金）
〈受診費用〉無料

①室温28度以下を目安に、室外との温度差を5度以内で調節

夏を安全そして快適に乗り切るエアコンの上手な使い方

脳の健康度チェック（認知症検診）が脳の健康度チェック（認知症検診）が
始まっています!! 始まっています!! 

②冷風が直接あたらない風向きに

④就寝時もつけておく
　エアコンとともに扇風機を併用すること
で、クーラーの冷風を部屋全体に送り、より
自然な涼しさを保つことができます。ただ
し、扇風機だけでは熱中症対策としては不十
分です。クーラーの効果を調整する目的で使
用しましょう。

③扇風機を併用

　寒いと感じるほどまで室温を下げる必要はありません。クーラーの
冷気が苦手な場合は、部屋の温度を27～ 28度以下に保つ程度の温
度設定にしましょう。
　また、屋外との温度差を５度以内に抑えるようにすれば、自然な涼
しさと心地よさがある快適な環境がつくれます。

　クーラーの風向きは天井に向けるようにし、横方向の風向きも左
右に拡散するようにしましょう。
　暑い日はクーラーの冷風を浴びることで爽快感を得られますが、
からだを直接冷やすのではなく、部屋全体の室温を下げる目的で使
用することがポイントです。

　眠っているときに熱中症にかかるケースも多くなっています。人間
は眠っている間に大量の汗をかきます。寝室は高温多湿の状態になり
やすく、発症のリスクが高くなります。
　また、暑苦しさにより快適に眠ることができず、日中の疲れがとれ
なかったり、体調不良になったりします。弱めの温度設定にしてクー
ラーをつけて眠るようにしましょう。

39.4％ 11.2％

3.0％ 5.0％ 6.6％ 6.2％

11.1％ 17.5％

『認知症サポーター養成講座』『認知症サポーター養成講座』
　認知症の症状やその予防、認知症の人に接する時の心構え
などDVDや寸劇を通して分かりやすく学べる、90分程度の講
座です。
　あなたも認知症の人やその家族を温かく見守る応援者になりま
せんか。
　皆様のご参加お待ちしています。
日　　時　�７月28日（木）18時30分～20時
会　　場　�草加市文化会館　第１・２研修室
定　　員　�30人
申込開始日　�６月21日（火）～（定員になり次第締切り）

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ています。

夜間開催

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

６月１日〜
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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�1,685円�
　　　生活援助�1,385円

（２） 障害福祉サービス�
時給　身体介護�1,665円�
　　　家事援助�1,465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

問合せ　介護課 訪問介護係　電話 048–932–6777

相談・問合せ　よりそい支援課 権利擁護係　電話 048–932–6788

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
ぶほか聴覚障がい者の生活や聴覚障がいの特性なども学ぶ講座です。

対 象 者　�●草加市在住、または在勤の方
●�手話を初めて学ぶ方
●�同講座を平成30（2018）年度以
前に受講した方

日　　程　�９月１日～令和５年３月16日� �
毎週木曜日

時　　間　19時15分～ 21時15分
会　　場　草加市文化会館　ほか
定　　員　30人（応募多数の場合は選考）
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。

申込方法　①�申込期間�
７月20日（水）〜８月８日（月）【必着】
②�［令和４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。

③�申込み先　社会福祉法人草加市社会福祉協議会
　なお、［受講申込書］は草加市障がい福祉課・社会福祉法人
草加市社会福祉協議会・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。

日　　時　�７月31日（日）10時～12時30分�
（９時45分受付開始）

会　　場　草加市立中央公民館１階　調理室
内　　容　�講演と実習「野菜足りてる？」～ムダなく

使いきって、おいしく食べよう～
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　�30人�
（事前申込み制）

参 加 費　�無料
そ の 他　�手話通訳あり（要約筆

記は、対象者がいる場
合のみとします。）

※新型コロナウイルスの影響により、中止・変更をする場合があります。

手話奉仕員養成講座「入門」　全23回

聴覚障がい者のひろば

【申込み・問合せ】地域福祉課 地域支援係　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

あなたの意志を福祉の礎に

遺贈寄附遺贈寄附遺贈寄附
い ぞう

　遺贈寄附とは、生前に　遺贈寄附とは、生前に遺遺
いい
言言
ごんごん
書書
しょしょ
を作成し、指定した団体等に遺産の一部又は全部をを作成し、指定した団体等に遺産の一部又は全部を

寄附するものです。寄附するものです。

　本会でこのような相談をお受けする機会が多くなり、令和３年度は多額の遺贈や匿　本会でこのような相談をお受けする機会が多くなり、令和３年度は多額の遺贈や匿
名の寄附をお受けしました。地域福祉の推進のため、大切に活用させていただきます。名の寄附をお受けしました。地域福祉の推進のため、大切に活用させていただきます。

①事前に、本会にご相談ください。
②�できる限り公正証書で遺言書を作成し、遺言執行者を選任
しておいてください。
③�家や土地は（現状では）活用が難しいため、現金化のうえ
遺贈する旨を記載してください。
④�匿名希望の対応も可能ですが、本紙での掲載をいたしますので、お名前の公
表が可能でしたら、ぜひお知らせください。

「自分が亡くなった後、遺産を草加市の福祉に役立てて欲しい」
「少しずつお金を貯めたので、福祉目的で使って欲しい」

遺贈寄附をいただく場合のお願い

令和４年６月15日8 そうか社協だより

氏名・名称 寄付金額

日本空手協会　草加支部　五条館 30,000

旭町団地自治会 6,410

浜坂　一良 5,000

桑原　晶子 10,000

大原　宏行 5,000

第28回チャリティ歌と踊りの祭典実行委員会
草加市カラオケ連合会 30,000

あすなろ会　代表　吉原　冨貴子　 27,636

草加市民生委員・児童委員協議会理事会 83,406

新和会 46,716

故人からの遺贈 14,419,213

匿名６件 520,980

合　　　　計 15,184,361

氏名・名称 寄付物品

株式会社唐沢製作所
代表取締役　唐沢　一之 車いす８台

（公社）草加市シルバー人材センター
会員　川口　喜久 手作りマスク150枚

匿名 アルコール消毒液
500ml　58本

匿名 ポケットティッシュ 44個
ミニタオルハンカチ２枚

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４年３月４日～６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。）

●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172号）は令和４年９月発行予定です。

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
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