
テーマ”つながりをたやさない社会づくり”

例年市内4駅で実施している街頭募金活動は、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

　赤い羽根共同募金は、昭和22年から始まり、70年以上も
その時代の地域の課題解決に取り組む運動として、また住民
のやさしさや思いやりを届ける住民全体の運動として進めら
れ、さまざまな福祉活動に活用されています。

問合せ　埼玉県共同募金会 草加市支会　電話 048–932–6770

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。

●ふれあい・いきいきサロン事業●ふれあい・いきいきサロン事業
●ボランティア講座●ボランティア講座

●社協だよりの発行●社協だよりの発行
●福祉関係団体補助　など●福祉関係団体補助　など

●敬老会事業
●福祉体験教室
●親子の集い事業　など

皆様からの善意は
このように活用されています！

地域から孤立を失くすための事業や地域の交流を
深めるための事業やボランティア活動の推進に…

市町村社会福祉協議会が
行う福祉活動に…

赤い羽根赤い羽根共同募金運動共同募金運動がが始始まりますまります
ご協力をお願いします！ご協力をお願いします！

10月1日
から

町会・自治会 金額

瀬崎第二町会 43,800

四丁目町会 40,000

町会・自治会 金額

青柳根郷町会 30,000

小山台自治会 31,350

　右のコードを読み取り、画面の指示に
従って入力することで、スマホから募金
ができます。クレジットカードやネット
バンキング、携帯電話のキャリア決済
（au、ソフトバンク対応）等での支払いが可能です。

◦�販売期間　�令和４年10月３日(月)〜�
（土・日・祝日を除く。）�
※無くなり次第終了

◦�販売場所�
埼玉県共同募金会草加市支会事務所�
（草加市社会福祉協議会事務局内)�
※８面の案内図参照

◦�販 売 額�
＜クオカード・図書カード＞�
1枚　1,000円�
（このうち500円が募金になります。)�
＜募金バッジ＞�
1個　500円以上

　自動販売機を設置することで、飲み物の売
り上げに応じてその一部が共同募金に寄附さ
れ、設置者にも販売手数料が支払われます。

令和４年３月１日〜令和４年３月31日

単位：円

単位：円

赤い羽根共同募金

地域歳末たすけあい募金

皆様からのあたたかいご協力に感謝申
し上げます。今後ともご理解・ご協力
のほどよろしくお願いいたします。

スマホから募金ができます

クオカード・図書カード・募金バッジの購入

赤い羽根募金の寄附につながる
自動販売機の設置

クオカード

図書カード募金バッジ

（設置料無料、電気代は設置者負担）

コロナ禍でもつながりをたやさないために
～さまざまな募金の方法があります～

令和３年度
赤い羽根共同募金・

地域歳末たすけあい募金
実績報告

（町会・自治会追加分）

車いす体験学習車いす体験学習

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４年９月15日発行

No.172
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



～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

すぐに始められるボランティア講座
～地域のボランティア活動を知って参加しよう。～

　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。
　はじ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。

　地域でボランティア活動を考えている方やすでに活動しているけれど、
他のボランティア活動にも興味がある方などに向けた講座です。

※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

日　時　10月19日(水)　10時～ 12時
会　場　草加市民体育館
講　師　�宮田　新一氏（視覚障がい者虹の会）� �

高木　重則氏（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　10人（定員になり次第、締切り）
申込開始　�９月15日(木)

日　時　令和４年11月29日(火)　14時～ 16時
会　場　草加市文化会館　第一会議室
受講料　無料
講　師　�①フードパントリー【ひろっぱ】（食糧支援）� �

②草加あおはる食堂（子ども食堂）、③福寿草（福祉体験）ほか
定　員　20人（定員になり次第、締切り）
内　容　�子どもや高年者に関わるボランティア活動を知っていただき、

一緒に活動していくことを目指します。“ボランティアに参加
したい”“どんな活動があるのか知りたい”“ボランティアの経
験がない方”などお気軽にご参加ください。

申込開始　�９月15日(木)

　６月から開催の準備を進めてきました【第29回　福祉まつ
りin草加】については、去る８月５日の実行委員会において、
新型コロナウイルス感染症の収束が見られないことから、今
年度の開催の中止を正式に決定しました。
　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、
何卒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29回  福祉まつりin草加】の【第29回  福祉まつりin草加】の
開催中止のおしらせ開催中止のおしらせ

草加点字サークルの方が新しい点字図書を作成しました。
〜新しい点字図書ができました〜

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。
※「和食の基礎知識」は日本宝くじ協会様より寄贈された点訳本です。

No 書　名 著　者 巻数

1 女、50歳。さあ、これから 渋
し ぶ

沢
さ わ

　幸
さ ち

子
こ

全３巻

2 THE　MANZAI　2 あさの　あつこ 全３巻

3 不
し ら ぬ い の う み

知火海の焔
ほむら

宮
み や

川
が わ

　行
こ う

志
し

全２巻

4 猫
ね こ

君
ぎ み

畠
はたけなか

中　　恵
めぐみ

全５巻

5 和食の基礎知識※

上巻（知識編）・下巻（レシピ編）
公益財団法人

すこやか食生活協会 全２巻

No.74

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。

　音訳ネット草加・しばぐりは、昭和54年（1979年）６月に発足、今年で43年目。
現在、会員29名です。
　活動内容は、視覚障がい者を対象に、声のお知らせ事業として社協だよりや市議
会だより、選挙公報や大手新聞や地域新聞の記事などの情報提供を行っています。
　通常の活動のほか、小学校での本の読み聞かせや福祉まつりin草加への参加な
ど、地域で幅広く活動しています。
　コロナ禍ではありますが、私たちのCDを待ってくれているリスナーの方々に
音訳や、編集作業等、会員各々がそれぞれの役割を担ってCDを作り上げていま
す。作業に時間が掛かり、大変なこ
ともありますが、これからも、1人
でも多くの視覚障がい者の方(リスナ
ー )に少しでも分かりやすく聴いて
いただけるよう地道にこの活動を続
けていきたいと思います。
　仲間同士、笑顔で楽しく活動して
います。興味がある方、是非、一度
見学に来てください。お待ちしてお
ります。

　音訳ネット草加・声は、ボランティア草加
連絡協議会に所属しているボランティアグル
ープです。昭和53年（1978年）１月に発足、
今年で44年を迎えました。現在、会員11名
です。
　活動内容は、視覚障がい者向けに市の広報
誌などを音訳(朗読)して録音・編集を行い、
必要な視覚障がい者(リスナー )の元にお届け
しています。
　この事業は、草加市から“声のお知らせ事
業”として草加市社会福祉協議会が委託を受
け、私たちは活動しています。
　最初の頃は、カセットテープに録音したものを、会員が手渡しで直接リス
ナー宅へ届けていたときもありました。現在は、CDへと移り変わり郵送でリ
スナーに発送しています。編集作業では、パソコン編集作業も勉強し、自己
研鑽のため日々励んでおります。これからも、少しでもリスナーの方の期待
に応えられるようこの活動を続けていけたらと思います。
　一緒に活動したい方、皆様の参加を心よりお待ちしています。

音訳ネット草加・しばぐり 音訳ネット草加・声

ボランティア団体の紹介

●代　　表：鎌田　和子
●活動日時：�定例会議�第２金曜日�13時〜
●活動場所：草加市社会福祉協議会ボランティアビューロー

●代　　表：石原　民子
●活動日時：�定例会議�第２木曜日�13時〜
●活動場所：草加市社会福祉協議会ボランティアビューロー

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

メンバーで写真を撮りました（令和元年撮影）

編集作業中です
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問合せ　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

夏休みボボラランンテティィアア体体験験レレポポーートト

　小学生の親子を対象に、７月30日(土)に点字親子体験学習、
８月６日(土)に手話親子体験学習をそれぞれ実施しました。
　点字親子体験では、市内在住の視覚障がい者を講師にお招
きし、障がいの特性や、日常生活などについてご講演をいた
だきました。講演終了後、講師と点字サークルの方のご指導
のもと、点字器を使い、参加者(親子)の名前の入った名刺づ
くりにチャレンジしました。
　また、手話親子体験では、市内在住の聴覚障がい者をお招
きし、主にあいさつや、指文字、自己紹介等、簡単な手話表
現を学びました。

　参加者からは、「楽しかった。次回も出たい。」「これを機
にもっと多くの点字を学びたい。」との声や、「講師の表情が
豊かでわかりやすく、親子ともども貴重な体験ができた。」
との感想をいただきました。
　ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

夏休みボランティア体験事業【点字・手話親子体験】夏休みボランティア体験事業【点字・手話親子体験】

　８月４日(木)、伝右川に
おいて、河川内に不法投
棄された自転車などを引
き上げるサルベージ活動
がFSCサルベージ協会の
主催で行われ、中学生や
高校生、獨協大の学生な
どボランティアの方38人
が参加しました。
　北谷第３児童遊園をスタートし、自転車を見つけると、フッ
クの付いたロープで、２～３人で水中の自転車を引き上げま
した。この日は、自転車５台を引き上げることに成功。河川
の浄化に努めました。

　参加者からは、「こんなに自転車が投棄されていることに
びっくりした。今回参加して、地域に暮らす自分たちの川を
綺麗にすることができて良かった。」と話してくれました。

サルべージ活動サルべージ活動
(草加市夏のボランティアスクール川で自転車さらっちゃおう！）(草加市夏のボランティアスクール川で自転車さらっちゃおう！）大作戦大作戦

川をキレイにするぞ！

力を合わせて引き上げ中

分かりやすく教えてくれました

こんなに投棄されていました。

みんなで集まり、和気あいあい

名刺が上手にできました

～【さかえーる】～【さかえーる】(おしゃべり倶楽部)(おしゃべり倶楽部)でのボランティア活動～でのボランティア活動～

※１　【さかえーる】　地域の誰もが気軽に立ち寄れる民家を活用した住民の交流と情報交換の場　栄町１–１–14
※２　おしゃべり倶楽部　毎週月曜日10時～ 15時活動中

夏休み期間中に、中学校の生徒さんがボランティア活動に参加してくれました。

※１ ※２

　初めは緊張して、利用者(高年者)のみなさんに受け入れてもら
えるか不安な気持ちでいっぱいでした。
　でも、活動に参加すると、スタッフの方を始め利用者のみなさ
んも優しく話しかけてくれたことが、うれしかったです。
　お茶を運びながら、昔話を聞いたり、折り紙の折り方を教わっ
たり、将来、福祉の仕事を目指している自分には、とても良い経
験になりました。� 参加者（体験者）の声より

　今回のボランティア体験で、将来、福祉の仕事に就きたいという思いをさらに強く感じたそうです。草加市ボランティア
センターは、今後も生徒、学生のボランティア活動を応援します。興味のある方は、ご相談ください。
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支援員による読み聞かせ 「平和」について考えてみよう 子どもたちの平和への思いが形になりました

変更内容
敬老対象年齢：�令和３年度まで「75歳以上」
� ⇒令和４年度以降「80歳以上」

　６月15日号にて掲載のとおり、草加市社会福祉協議会
主催（実施主体は地区社会福祉協議会）の敬老事業の対象
年齢を、「75歳以上」から「80歳以上」に引き上げます。
　この敬老事業は、ご長寿を地域の皆様とともに祝い、
敬うことを目的としています。今や人生100年時代に突
入し、人生の充実期が延びたことや、社会的に活躍され
ている方々の年齢層が高まっていることなどの実態を
踏まえて、変更することとしたものです。
　何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

対象年齢引き上げのお知らせ

　今年度の金婚式は、昨年度と同様に新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、式典を中止し、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 事 業
～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 地域支援係　電話 048–932–6770　FAX 048–932–6779

対 象 者

申 込 み

写真館・
スタジオ

昭和47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（金）～ 10月28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）� �
※先着80組

子どもたちと一緒に子どもたちと一緒に
平和について考えてみよう。平和について考えてみよう。

◎なぜ平和を考える日を毎年行っているか
　昔は日本でも戦争があったこと、原爆の投下によって大人も子どもも関
係なく、多くの命が一瞬にして失われてしまった歴史を忘れないでほしい。
　今の子どもたちにも戦争があったことを伝えて、平和について考える日
にしたいと行っています。
◎支援員が大切にしていること
　現在、ロシアとウクライナが戦争をしていることは、子どもたちも
ニュースで見たり聞いたりしています。
　戦争は、実は遠い国の話ではないこと。日本も昔は戦争をしていたこと。

「戦争のきっかけは、意見の食い違いや国同士の喧嘩から始まる。」という
ことを、児童クラブ内での喧嘩や言い合いなど、できるだけ身近なことに
置き換えてわかりやすく伝えるようにしています。
　「自分たちと同じくらいの子どもが、他の国では学校に行けなかった
り、難民になったり、働いていたりしていること。今の日本は物が溢

れていてなんでも手に入るが、実は今の生活はとても恵まれている。」
ということを伝えたいと考えています。
◎平和のなる木を作成した時の子どもの様子や周りの反響
子どもたちの様子
　戦争を体験した方の体験談を絵本で読み聞かせたあと、それぞれに

「平和ってどんなことか」を班ごとに話し合ってもらいました。「なん
て書けばいいの？」と悩む子もいましたが、支援員がヒントを出した
りして、子どもたちは意見を出し合っていました。
　子どもたちは、分からないなりに一生懸命考えて「戦争をしないこと」

「朝・昼・夜ご飯が食べられること」「新しい命が誕生すること」「学校
にいけること」「友達と遊べること」など、自分なりの平和について発
表し、その意見を「平和のなる木」として模造紙にまとめました。
周りの反響
　「平和のなる木」を廊下に貼りだしたことで、お迎えに来た保護者も
見ることができ、子どもと一緒に「どれを書いたの？」と眺めたり話
をしたりしていました。
　先生たちからも「こういうことをやるのはいいですね」とのお言葉
をいただきました。

問合せ　児童健全育成課　電話 048–924–8722

　青柳児童クラブでは、毎年８月に「平和を考える日」を設けています。
　今も世界のどこかで戦争が起こっている現実を踏まえ、みなさんも

「平和とは何か」を考えてみませんか。

ー本会は草加市から受託し、市内17か所の放課後児童クラブを運営しています。ー

金婚のお祝いに
記念写真を撮りませんか
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　谷塚西部地区の協議体では、支え合いの活動の一環として
「買い物支援」に取り組んでいます。
　谷塚西部地区で「スーパーが遠くて買い物に困っている」「持
って帰るのが大変」との声があり、第２層協議体で話し合いま
した。その結果、谷塚西部地区のエリアへ、移動販売車両に来て
もらうことができました。
　利用された方からは、「家の近くに来てくれて助かる」「日用
品の注文ができてありがたい」との声があり、今後も継続的に
移動販売車両が来ることになりました。
　谷塚西部地区第２層協議体では、今後も買い物支援等を通じ
て生活の困りごとの
解決に向けて考えて
いきます。

　草加西部地区協議体では、いつまでも生き生きと暮らせるよう
健康づくりを応援し、住民同士の顔の見える関係から支え合いの
関係性へと繋がるよう、誰でも気軽に参加できるラジオ体操を月
1回実施しています。
　参加者同士のコミュニケーションが図れるようラジオ体操だけ
でなく、脳トレの時間や参加者同士の交流の時間も設けました。
　地域の有料老人ホームのご協力もあり、健康づくりに関するさ
まざまな講座等も開催予定です。
　体操をすること、健康の知識をつけることも大切な事ですが、
人との交流には多くの健康長寿に関わる要素が詰まっています。 
　ぜひ住み慣れた地域で顔なじみの関係を作り、いつまでも笑顔
でいきいきと暮らしていきましょう。
◦会　場：氷川コミュニティセンター 集会室
◦所在地：草加市氷川町568番地１
◦参加費：無料　◦事前申込:不要
◦持ち物：運動靴（室内用）、飲み物

〜谷塚西部地区 第２層協議体〜 〜草加西部地区 第２層協議体〜

◦９月28日（水）10時～
◦10月26日（水）10時～
◦11月23日（水・祝）10時～
※状況によりお休みすることもあります。

【今後のスケジュール】

買い物支援に取り組んでいます！買い物支援に取り組んでいます！ ラジオ体操＋ラジオ体操＋αα
アルファアルファ

の活動の活動

問合せ　地域福祉課 支え合い推進係 生活支援コーディネーター　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

買い物を楽しまれています。 笑顔が飛び交う脳トレタイム

●CSWとは　�地域住民の困りごとに関するお話をお伺いし、必要な支援機関に繋ぐなどのお
手伝いをする専門職です。相談方法は、訪問・電話・来所相談などがあります。

Bさんは介護保険サービス（デイサービス等）を利用しながら、暮らせるようになりました。
Cさんは気持ちが前を向き始めました。これからも、どのように生活したいか本人の気持ち
を大切にしながら関わっていきます。

最初は誰にも
会いたくなかった。

CSWが
何度も来てくれた。

外に出てみようかな。

高年者の相談窓口に
繋ぎました。

CSWが継続的に訪問しました。

Bさん 地域包括支援センター

●相談の事例を紹介します！
人物紹介　Aさん…相談者（80代）・Bさん…夫（80代）・Cさん…息子（50代）

CSWは、本会が草加市から受託し、実施しているアウトリーチ等を通じた継続的支援事業の相談員です。

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　地域福祉課�支え合い推進係�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！！
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）の略称です。

（相談無料・秘密厳守）

Cさん

Aさん

夫が階段で転倒
し、 日 常 生 活 が
困難になった。

息子が数年前に
仕事を辞めてか
ら、 家 に こ も っ
ている。

Aさんには困りごとがありました

Aさん CSW

どうすれば
いいかしら。

一緒に
考えましょう。

CSWに相談しました。

※このような困りごとがありましたら、ぜひ、CSWへご相談ください！

第２層協議体…いつまでも住みなれた地域で生活できるような地域づくりについて、検討・調整する地区単位の組織体
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まるごとサポートＳＯＫＡ草加市委託

所在地：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
※面談をご希望の方は、予約をお願いします。

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

相談無料、秘密厳守です
生活上の困りごとがある方、まずはご相談ください！

（生活困窮者自立相談支援窓口）

　Ａさんは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、
約30年間営んだ建築関係の仕事をたたむことになりま
した。年金と預貯金で生活したものの限界があり、
まるサポへ来所されました。

　まるサポは、相談と就労支援を一体的に提供で
きるよう、ハローワークの出張窓口“ジョブスポット

草加”に併設されています。相談員が丁寧にＡさんの状況や希望を聞き取
り、Aさんが軽作業のパートに応募したところ、採用が決まりました。
　Ａさんは当初、職を失ったことで社会とのつながりが薄れてしまい、孤
独を感じていました。まるサポへの相談をきっかけに、仕事に再チャレンジ
ができ、職場の仲間との新しい交流もできました。現在は、年金とパート収
入で生活が安定しただけでなく、外出の機会と仲間が増え、Ａさんらしい
生き生きとした毎日を取り戻しています。

まるサポでは、一人ひとりの状況を丁寧に聞き取り、相談者の
立場になり、寄り添った支援ができるよう努めています。

「就労支援」

相談事例　～離職に伴う孤立と再出発～
Ａさん（男性・60代・一人暮らし）

まるごとサポートＳＯＫＡ

住まい
「住居確保給付金」

仕事
「就労支援事業」

まなび
「子どもの学習支援事業」

就労自立のための
訓練

「就労準備支援事業」

相談

一から学ぶ成年後見制度一から学ぶ成年後見制度

草加市中核機関主催　成年後見講習会
‘むずかしい’ を ‘わかりやすく’

　そうか成年後見サポートセンター（草加市中核機関）には、
さまざまな相談が寄せられます。
　近年の少子高齢化や、親族・地域の関係性の希薄化を背景に、
自身や親族の判断能力の低下を心配し、成年後見制度の利用
に関する相談が多くなっています。
　このたび、成年後見制度の利用促進のため、経験豊富な弁
護士を講師に招き、実例を交えて学べる講習会を開催します。

宮
み や

内
う ち

　法
の り

男
お

 先生弁護士ユアライト総合法律事務所
講　師

　中核機関は、国が定める成年後見制度利用促進基本計画に基づき、成年
後見制度の利用相談や、地域でのネットワーク構築など、制度の利用促進の
要（中核）となる機関です。
　本会が草加市から受託し、令和４年５月から運営を行っています。

定員を制限し、感染対策を行ったうえで開催しますが、状況によっては、中止となる可能性があります。

会　場　�草加市文化会館　第一会議室
費　用　無料
対　象　市民及び福祉関係者
定　員　70人（先着順）
申込み　�９月21日（水）から�

電話でお申込みください

12月８日(木)
14時〜 16時

令和４年

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

　認知症や、精神・知的障害などにより判断能力が不十分
な方の財産と権利を守る制度です。

法定後見制度

判断能力が低下している方

任意後見制度

自身の将来に備えておきたい方

成年後見制度とは成年後見制度とは

「自立相談支援事業」

高校・専門学校・大学等の学費等の捻出が困難な低所得世帯の学生に対し、教育支援資金貸付を実施しています。

※��貸付には要件や審査があります。詳細は下記
まで問い合わせください。教育支援資金貸付のお知らせ教育支援資金貸付のお知らせ

問合せ　よりそい支援課 貸付担当　電話 048-932-6789
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こんな時
お役に立ちます!
　地域包括支援センターは、高年者の皆さんが住み慣れた地域で自分らしく生活を続けられるように、介護や健康、医療などさま
ざまな面から支援するための相談窓口です。保健師等・社会福祉士・主任ケアマネジャーの３職種の職員が、各種関係機関と連携
しながら、専門分野を活かして高年者の皆さんとそのご家族をサポートします。

ご本人からのご相談はもちろん、ご家族や地域の人からの相談も受け付けています。相談内容の秘密は守ります。

新田西部地域包括支援センター 新善町６ 048-946-0520 新栄・長栄・清門・新善町・金明町・旭町

新田東部地域包括支援センター 松江1-1-32 048-932-6775 八幡町・弁天・中根・松江1-4・栄町

草加川柳地域包括支援センター 青柳8-51-13 048-932-7007 青柳・青柳町・柿木町

草加安行地域包括支援センター 苗塚町200-2 048-921-2121 原町・北谷・北谷町・苗塚町・花栗・小山・松原

草加西部地域包括支援センター 草加1-8-13 048-946-7030 草加・西町・氷川町

草加東部・草加稲荷地域包括支援センター 吉町2-2-21 048-959-9133 神明・住吉・手代・中央・高砂・吉町・稲荷・松江5-6

谷塚西部地域包括支援センター 新里町989-1 048-929-0014 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

谷塚中央・谷塚東部地域包括支援センター 瀬崎5-20-16 048-929-3613 谷塚町・谷塚・瀬崎

月曜日～土曜日（日曜、祝日、年末年始はお休みです）９時～ 17時　※相談無料です開所日時

高年者の相談は地域包括支援センターへ高年者の相談は地域包括支援センターへ

残暑の体調不良「秋バテ」に注意！残暑の体調不良「秋バテ」に注意！
夏が過ぎても油断禁物

　９月に入り、朝夕の暑さも少しずつ和らいできました。と
は言え、日中は残暑でまだまだ暑い日が続きます。
　このような時期は体調を崩しやすく、いわゆる「秋バテ」
という状態になってしまいます。

　「秋バテ」とは、真夏の生活習慣によって自律神経などが
乱れ、食欲不振やだるさなどの体調不良が秋まで続くことで
す。
　自律神経の乱れる主な原因は、猛暑の中で冷たいものを多
く摂取したり、長時間冷房に当たりすぎたことによって、内
臓や体が冷えることと考えられています。

　どうやって秋バテを解消していけばよいでしょうか。
　まずは、生活習慣を見直し、少しずつ夏型の生活から抜け
出すことです。具体的には、右記のことを実践してみると良
いでしょう。
　秋は、冬への準備期間です。本格的に冷え込む前に秋バテ
を解消しましょう。
　高年者にとって、体調管理に気を配り、病気の予防に努め
ることは、冬を乗り切るためにも大切なことです。

回復に時間がかかる「秋バテ」に注意

「秋バテ」を解消するための５つのポイント

秋バテの予防と対策
生活習慣を見直し、冬に備えよう

①軽い運動 ④睡眠

②温まるバランスのいい食事 ⑤冷え対策

③入浴

　ストレッチや散歩
などでよいので、体
を動かしましょう。
　睡眠の質を上げた
り、胃腸の働きを改
善させたりする効果
が期待できます。

　睡眠は体調を整えるためにも重要
です。暑くて寝
苦しいときは、
我慢せずにクー
ラーを弱くかけ、
安眠できる環境
にしましょう。

　１日３食バランスの良い食事を意
識しましょう。たんぱく質の摂取は、
疲労回復の
効果が期待
できます。

　クーラーなどで体が冷えてしまう
ことがありま
す。そのとき
は、軽く羽織
れる物を用意
し、温度を調
節しましょう。

　38～40℃のお風呂にゆっくりつ
かることで、血行を促進し、筋肉の
硬直をほぐ
すことがで
きます。

介護のこと
　介護サービスを使うには
どうすればいいのですか？

お金や財産管理のこと
　お金の管理に自信がな
くなってきました。
　頼れる身内もいません。

認知症のこと
　親の物忘れが進んでい
るようで心配です。

近所の高年者のこと
　近所の一人暮らし高年
者を見かけなくなって心
配です。

健康のこと
　持病があるので体調面
に不安があります。

家族のこと
　家族だけで介護するの
が大変になってきました。

例えばこんな相談
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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

登録訪問介護員

申込み・問合せ　介護課　訪問介護係　電話 048–932–6777
申込み・問合せ　総務課　電話 048-932-6770

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。

令和４年10月30日（日）10時～ 12時（９時45分受付開始）
草加市立中央公民館　第１・２講座室
35人（事前申込み制）
講演　「歯の健康」
講師　歯科医師及び歯科衛生士
無料
手話通訳・要約筆記がつきます。

日 時
会 場
定 員
内 容

参加費
その他

「聴覚障がい者教養講座」

問合せ　地域福祉課　地域支援係
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時まで。土・日・祝日、年末年始を除く。）

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、本会受託の市内 17か所の児童クラブです。

その他１・２・３共通（３は※部分除く）
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）

　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、または下記の場所にて
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
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（１日４～６時間程度）

応募資格：①�18歳～ 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）あり� �
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

応募資格：①�18歳～ 64歳まで（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）
調整手当：10,000円

賞　　与：1.95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）あり�
社会保険、雇用保険、労災保険、福利厚生
を完備

１ 正規職員

２ 嘱託職員

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（随時）

介護職員募集介護職員募集

　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、企業等の皆様には、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。

～皆様の協力が福祉活動のちからに～

令和４年度
社会福祉協議会　会員募集

種類 金額
（１口当たり） 対象

個人会員 500 円 本会の活動に賛同する世帯・
個人

特別会員 3,000 円 本会の活動に特に賛同する
個人企業など

団体会員 5,000 円 本会の活動に賛同する団体、
施設

賛助会員 1,000 円 本会の活動に賛同する個人

★新型コロナウイルス感染症の状況によって変更となる場合があります。予めご了承下さい。

（随時）

令和４年９月15日8 そうか社協だより

次号の「そうか社協だより」（第173号）は令和４年12月発行予定です。
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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

氏名・名称 寄付金額
守谷　のり子 10,000
渡邉　隆 1,550
鳥長 8,870
旭町団地自治会 7,915
川柳フォークダンス同好会 30,000
庭野　宇吉 26,605
ハクビ秋元総合学院 30,000
浅井　まり子 100,000
匿名４件 63,000

合　　　　　計 277,940

氏名・名称 寄付物品

匿名
消毒液

（微酸性電解水）
12ℓ

　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４年６月４日～令和４年９月２日

（敬称略　単位：円）

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　８時30分〜 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
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


