
　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　埼玉県共同募金会 草加市支会　電話 048–932–6770

例年、市内４駅で12月に実施している街頭募金活動は、赤い羽根共同募金と同様に、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。お知らせ

　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】や【ふれあい会食】など、支援を必要とす
る人々が、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。

①町会・自治会を通じて
②協力商店や企業に設置してある募金箱へ
③�社協の窓口へ（祝日を除く、月～金８時30分～ 17時15分)
クオカード・図書カード（１枚1,000円、うち500円が募金）、バッジ（1個500円）も販
売中です！

草加市商店連合事業協同組合様のご協力により、市内の商店や企業に募金箱を置かせていただ
いています。

どのような事業に使われていますか？

共同募金運動の募金方法にはどのようなものがありますか？

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にに
ご協力をお願いします!ご協力をお願いします!

　今年も、12月１日から地域歳末たすけあい募金運動がスタートし
ます。
　この運動は、地域で暮らす誰もが安心して年末の時期を過ごすこ
とができるように、との願いから始まった募金活動です。

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。

テーマは

つながり ささえあう みんなの地域づくりつながり ささえあう みんなの地域づくり
です!!

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
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●�あそび体験ひろば�
昔あそび・プラレール・空気砲・アクセサリー作り・多色
刷り版画・紙コップタワーなど

※内容については一部変更する場合があります。

親子のつどい親子のつどい
会　場：�草加市立中央公民館ホール
時　間：�13時15分開場　�13時30分開演
入場料：�無料（事前に整理券配付）�

当日座席指定13時より
定　員：�200人�

☆小学３年生以下の方は保護者と一緒に来場してください。
整理券：�令和４年12月２日(金)から配付します。�

（受け取り時に代表者の方の連絡先記入が必要です。）
☆整理券のお求めはこちら

草加市社会福祉協議会
　�８時30分～ 17時15分（土・日・祝日及び年末年始（12
月29日～１月３日）を除く。）　☎048-932-6770

NPO法人子ども広場草加おやこ劇場
　�月～土曜の10時～ 16時（祝日を除く）�
☎048-936-1771�
メール　oyako.de.ticket@gmail.com

コンサート“チリンとドロン小さな家”
＜第１部＞

時　間：�14時30分～ 16時�※無料、整理券不要。� �
小学３年生以下の方は、第１部・第２部とも、保護者の同伴
が必要です。

会　場：�草加市立中央公民館　体育室等�
※駐車台数に限りがありますので、なるべく車でのご来場は
　ご遠慮ください。

主　催：�社会福祉法人草加市社会福祉協議会
共　催：�NPO法人子ども広場草加おやこ劇場�

草加市立中央公民館

あそび体験ひろば
＜第２部＞

新型コロナウイルス感染症防止策として、ソーシャルディスタンスの確保、検
温の事前実施、アルコール消毒などを行います。なお、新型コロナウイルス感
染症の状況によっては、中止する場合がありますので、あらかじめご了承くだ
さい。
※この事業は、赤い羽根共同募金配分金を活用しています。

２月25日(土)
令和５年

日 時

第41回

　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。

【海ごみゼロウイーク】カヌーで河川の美化（草加パドラーズ）の活動に参加
した中学生（N君）にお話を伺いました。
　僕は、以前からボランティア活動に興味があり、カヌーで川を綺麗にする活動が
楽しそうだったので、参加しました。カヌーは、初めてだったけれど、草加パドラー
ズのスタッフが親切にこぎ方等を教えてくれたので、不安なく参加できました。
　当日は、カヌーに乗り綾瀬川のゴミ拾いを手伝いましたが、途中、雨に降られ
て、帰りはずぶ濡れでした。
　一番驚いたのは、ゴミの分別作業の時にペットボトルや丸太、空き缶、空き
瓶、ビニール袋など沢山のゴミが綾瀬川に捨
てられていたことです。
　今回、自分の住んでいる地域の川を綺麗に
することが出来て本当に良かったです。
　また、これ以上河川を汚さないためにも、
今後は、ゴミを捨てさせない取り組みも必要
だと感じました。
�
　貴重な体験を語ってくれたN君、また機会
があったら参加してほしいと思います。
　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。
　気軽にご相談ください。

令和４年度令和４年度
初心者向けボランティア講座初心者向けボランティア講座

ボランティア活動報告ボランティア活動報告

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～

【日　時】　�令和５年２月27日（月）　14時～16時
【会　場】　�草加市文化会館　レセプションルーム
【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）
【申込開始日】　�12月１日（木）～ 28日（水）（土日を除く。）

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

ゴミの分別もしっかりと。ゴミの分別もしっかりと。

カヌーでゴミ拾いカヌーでゴミ拾い
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大学生ボランティアの臼
う す

田
だ

さんにインタビューしました！

●ボランティアに関わったきっかけ
　進学を機に上京した草加市でつながりをつくりたい、社会人になる前の時間がある
うちに何かしたいと思っていました。「草加市　ボランティア」と検索したのち市役所や
社会福祉協議会へ相談に行き、「さかえーる」※の活動に関わることになりました。

●嬉しかったこと
　名前を覚えてもらったことです。授業の兼ね合いで不定期に関わっていたため、毎
回自己紹介をして活動していました。そのうちに「臼田さん待ってたよ！」「先週の話
の続きをしましょう」と言われることが増え、自分自身を覚えてもらえたことが嬉し
かったです。
●これからボランティアをする大学生に！
　最初は緊張しましたが、いろんな人と話して世界が広がり、価値観が変わりまし
た。ボランティアをしているからこその学びがあります。

※ 【さかえーる】栄町の民家を活用した誰もが気軽に立ち寄れる住民交流と情報交換
の拠点　栄町１–１–14

※【ルーエさかえ】高年者の居場所　毎週火曜日　10時～ 15時

※掲載内容はあくまでも一部です。このほかにもたくさんのボランティア活動がありますので、お問い合わせください。

草加市内では他にも大学生ボランティアを募集しているところがあります。 活動希望の際は生活支援コーディネーターまで！

団　体 日　時 会　場 内　容
おしゃべり倶楽部 毎週月曜日　10時～ 15時 さかえーる（栄町１- １-14） 高年者の話し相手、お茶出し等
ルーエさかえ 毎週火曜日　10時～ 15時 さかえーる（栄町１- １-14） 高年者の話し相手、お茶出し等
みんなの保健室陽だまり 毎週木曜日　10時～ 15時 さかえーる（栄町１- １-14） 高年者の話し相手、お茶出し等
ほっこり茶家 第１～３土曜日　10時～ 15時 さかえーる（栄町１- １-14） 高年者の話し相手、お茶出し等
フードパントリーひろっぱ 随時 草加市内 荷物運びや仕分けなどの力作業、車で荷受けや搬入などの作業、その他
IMAいなり食堂 第３土曜日　12時～ 14時30分 稲荷コミュニティセンター（稲荷４- ９-13） 地域食堂（子ども、高年者等）での手伝い
たぬきのお家 毎週金曜日　17時～ 19時 中央公民館（住吉２- ９- １) 小学生の宿題などの学習支援

草加パドラーズ 随時、水・土・日・祝日
午前８時集合 綾瀬川など カヌーで河川環境の美化活動

あきちゃんち 火・木・土　10時～ 16時 あきちゃんち（西町640- ３） 高年者の話し相手等
かるがもクラブ 第４火曜日　10時～ 12時 西町立野町会会館（西町828- １） 高年者の話し相手等
さつき会 第３月曜日　10時～ 12時 西町東部自治会会館（西町773） 高年者の話し相手等

ほのぼのクラブ 平日：14時～ 17時
長期休暇中：９時～ 18時 草加５-10- ３ 障がいのある子どもたちの遊び相手、見守り

野ばら会 毎週水曜日10時～ 13時 松原１- ２
コンフォール松原６号棟　集会室１ 高年者の話し相手、お茶出し等

No.75

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。

　福寿草は、現在会員12人で元気に活動しています。
　主な活動内容は、福祉教育の一環として、市内の小学生を対象
にした福祉体験学習の講師です。
　車いすや白杖の体験は、コースづくりなども計画し、子どもた
ちに福祉への興味を持ってもらえるよう、わかりやすく丁寧な
説明を心掛けています。
　保護者やボランティアの方も
活動を支えてくれることで、地域
で子どもを育てる気運が高まり、
草加市がもっと元気になると確
信しています。
　そのほか、【カーボランティア

（現在休止中）】や【施設行事の手
伝い】等の活動もしています。
　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。

　野ばら会は、昭和47年９月に設立し、今年で50周年を迎えま
した。
　現在、スタッフ８人で活動しており、地域の居場所として、高
年者を中心に毎回約25人の方が参加しています。
　おいしいコーヒーや紅茶を飲みながら、世間話や若いころの
話、趣味の話、かわいい孫の話など、参加者の明るい笑顔と「楽し
かった」「また来るね」などの声に、長くこの活動を続けてきてよ
かったと本当に実感しています。
　参加者の皆様に楽
しんでもらうため、マ
ジックやフラダンス、
季節ごとのイベント
も企画しております。
　興味のある方は、ぜ
ひ一度、お立ち寄りく
ださい。

福　寿　草 野ばら会

ボランティア団体の紹介

●代表：齋藤　進
●活動日時：定例会議 偶数月　第1月曜日 13時30分～
●活動場所：随所(要請を受けた場所)

●山本　洋子　●活動日時：毎週水曜日 10時～
●活動場所：コンフォール松原　6号棟集会室１
飲み物　1杯　100円　コーヒー・紅茶・お茶

このページに関する問合せ・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

ボランティア活動中♪ ルーエさかえのスタッフを囲んで…

手作りのコースで車いす体験手作りのコースで車いす体験 世間話に花を咲かせましょう世間話に花を咲かせましょう

さかえーる（ルーエさかえ）※代表　桑原さんより
　若い人が関わることにより、皆さんが活気づきました。センスがあってすぐ溶
け込めるのが臼田さんの魅力。臼田さんが来ることでみんなが元気になりまし
た。ボランティアに来てくれて、ありがとうございました。
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　10月はハロウィンで盛
り上がります。高学年会議
でも、ここ数年はジャッ
ク・オー・ランタン作りが
定番で、「今年の顔はどん
なのにする？」と子どもた
ちの楽しみの１つとなっ
ています。
　今年は、高学年がカボ 
チャの顔のデザインをい

くつか提案し、その中からみんなが良いと思うものに投票して
決めました。
　ランタン作りは、まずカボチャのわたを取り出します。取り
出すのは毎年高学年が担当です。
　初めは、少しずつスプーンで取り出していくのですが、その
うち手で取り出し始めます。「わ～、ヌルヌルする(笑)」、「気持
ち悪い～ (笑)」と言いながら熱心に作業を進め、見ていた１～
３年生の子どもたちも、恐る恐るカボチャの中に手を入れた
り、カボチャを触ったりします。
　わたを全部取り出したら、顔を切り抜きます。この作業がラ
ンタンの出来を左右するので、子どもたちはより真剣になりま
す。苦労の末、出来上がったランタンを見て、子どもたちも支援
員も、みんな大喜びしました。
　当日は、子どもたちがそれぞれ持ってきた衣装やクラブにあ
る衣装で仮装をします。お菓子すくいのほか、「トリックオアト

　小山児童クラブは、今年度かめ組43人とうさぎ組38人、
計81人で１～６年生までの子どもたちが一緒に生活してい
ます。行事や取り組みでは、４～６年生が中心となって高学
年会議を行い、保育の内容を一緒に考えて進めています。

問合せ　児童健全育成課　電話 048–924–8722

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？～

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

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
�時間外手当あり、交通費全額支給（上
限あり）、有給休暇付与（本会規定によ
る）、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、または下記の場所にてお渡し
できます。

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

１�正規職員

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

２�嘱託職員

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）

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
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リート」と言って、ごっこ遊びを楽しみ、夕方にはハロウィンの
由来の話やクイズをします。これらの出し物が終わると、いよ
いよランタンの点灯式です。毎回、この瞬間はいつも緊張しま
す。無事点灯し、暗闇の中に光輝くランタンを見て、「キレイ！」
と思わず声が上がります。
　点灯式が終わり、クラブ内の電灯がつくと「オバケが来るぞ
～」と、子どもたちは、また賑やかになります。迎えに来た保護
者もランタンを楽しみにしていて、記念に写真を撮って帰る方
もいます。
　このように、小山児童クラブでは１～６年生の子どもたち
が、できることを考えながら、季節の折ごとに行事を楽しんで
います。

今年も大成功！今年も大成功！

手作りランタンと「はいチーズ」手作りランタンと「はいチーズ」ランタン作りランタン作り

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

コミュニティソーシャルワーカー（CSW）とは…

当事業（アウトリーチ等を通じた継続的支援事業）は草加市から本会が委託を受けています。

★�相談先がわからない� �
CSWにお気軽にご相談ください。必要な機関へお繋ぎすることもできます。
★�とじこもり� �
家から出ることが困難なご家族がいる方からのご相談も受けています。
★�ご近所の心配事� �
ご近所に、見かけることが少なくなった方など、心配な方はいらっしゃいませんか。
★�孤立� �
引っ越しなどにより、ご近所に知り合いがいない方。地域のコミュニティへお繋ぎします。

私たちのくらしの中では、思いもよらない心配事や困りごとが起きることがあります。
どこに相談していいかわからない…誰かに聞いてもらいたい…
そんなときは、私たちCSWにご相談ください。
困りごとを一緒に考えていきます。

　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機関です。相談方法は、訪問・電話・来所相談などがあります。
　相談は無料です。

　2025年を目前とする今、地域の高年者を支えるためには、市民の皆
様による支え合いや助け合いの力が必要とされています。
　そのような中、総合事業（＊）として、住民主体の介護福祉サービスが
創設されました。
　本研修を終了すればこのサービスの担い手になることができます。
　研修では、高年者についての基礎知識（制度、介護、医学知識、認知症
など）を学びます。
　あなたも、地域の応援者として活躍しませんか？
　受講後修了証を発行します。（介護福祉士・看護師などの資格を持っ
ている方は研修が免除となります。）
日　　時：�令和５年２月13日（月）・14日（火）（２日間）� �

10時～15時30分
会　　場：�草加市文化会館　第１会議室
定　　員：�30人
申込期間：�令和４年12月１日（木）～令和５年１月20日（金）� �

※土・日・祝日及び年末年始（12月29日～１月３日）を除く。

申 込 み：�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� �
（電話連絡後、身分証明書の写し等の提出が必要になります。）

※�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。

～やさしく学ぶ介護のキホン、支え合う地域づくりのために～

＊ 草加市介護予防・日常生
活支援総合事業（総合事
業）では、要支援認定や事
業対象者の判定を受けた
方などを対象とする、訪
問介護や通所介護のサー
ビスを民間事業者やNPO
法人、ボランティア団体
などが担い手として参画
することができます。

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

第２回第２回地域の担い手研修地域の担い手研修受講者募集受講者募集令和４年度

　当協議体では、子どもから大人、高年者まで誰で
も利用できる地域食堂【IMAいなり食堂】を実施し
ています。手作りの食事と楽しい団欒を地域の皆
で共有し、地域ぐるみで子どもやお年寄りを見守
れるよう活動を続けています。
　現在は、コロナ禍もあり、稲荷コミュニティセ
ンターを拠点にお弁当を提供しています。

　食事のメニューについても、毎回スタッフ会議
を開いて、栄養のバランスなどを考えながら決定
します。本当にありがたいのは、私たちの活動に
理解を示してくれる地域の方がお米や野菜等の
食材を毎回寄付してくださることです。また、毎
回地元企業さんは、チョコレートやポテトチップ
などたくさんのお菓子を子どもたちのために寄
付してくださいます。そして、いつも快く、お手伝
いをしてくださいますボランティアの方々にも
感謝しています。
　この食堂を始めた当初は何
もわからず、スタッフも大変
だったけれど、同じ子ども食
堂を実施している団体さんの
ご協力のもと、私ども【IMAい
なり食堂】は、オープン１年を
迎え、利用者も少しずつ増え
ており、地域に根付いた活動

をしています。ただお弁当をお渡しするだけでは
なく、楽しい工作ボウリングやじゃんけんゲーム
なども実施し、子どもたちにも好評です。
　興味のある方は、ぜひお越しください。

〇�フードパントリーの利用者や児童扶養手当を
受給されている方は、事前にご予約ください。

〇�今後も食材の保管場所の確保や、生活困窮者な
ど必要な方に食事を届けられるよう、解決に向
け考えていきたいと思います。

日　時：�毎月第３土曜日　12時～ 14時30分
対　象：�どなたでも(幼児、小・中・高生、そ

の家族、高年者、子ども一人でも、ご
家族で来ても大丈夫です。)

費　用：�子ども（高校生まで無料） 
大人　300円

会　場：稲荷コミュニティセンター
所在地：草加市稲荷四丁目９番13号
代　表：野田　克己

★★稲荷地区第２層協議体からの報告★★

暮らしにプラスできるお話が聞けます!

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
IMAいなり食堂

あなたあなたのまわりにのまわりに心配な人心配な人はいませんか？はいませんか？

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 ～必要な方に届けたい～

広がる地域活動!!

photo：池田秀樹photo：池田秀樹

私たちが支えます。私たちが支えます。

ボウリングゲームでお菓子をGETだぜ！ボウリングゲームでお菓子をGETだぜ！ 手作りのお弁当をどうぞ手作りのお弁当をどうぞ
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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）

成年後見人向け無料相談会成年後見人向け無料相談会 市民後見人が市民後見人が
誕生しました誕生しました

草加市中核機関主催 市民が市民を支える仕組み

　成年後見人等の職務には、幅広い知識が求められ、中には「どのように対
応したらよいのか？」「誰に相談したらよいのか？」と悩んでいらっしゃる
方もいるのではないでしょうか？
　そこで、成年後見人等として活動中の方を対象に、後見業務に対し経験豊
富な専門職による、無料相談会を開催します。ぜひお気軽にご相談ください。

日　　時　�令和５年２月８日（水）� �
13時30分～ 16時30分

会　　場　�社会福祉法人草加市社会福祉協議会
所 在 地　�草加市松江一丁目１番32号
内　　容　�弁護士による成年後見人等向け無料

相談
対　　象　以下のいずれかに該当する方�

①�草加市に居住し、成年後見人等とし
て活動中の方

②�被後見人等が草加市に居住し、その
方の成年後見人等として活動中の方

相談時間　�一組概ね30分
募集人数　�先着４組（要事前予約）
申 込 み　�１月25日（水）までに電話でお申込み

ください� �
※土・日・祝日及び年末年始（12/29
～１/３）を除く。

　本会では、草加市の委託を受けて、市民後見
人の養成を行っています。このたび、研修修了
生の中から、法人後見支援員としての実績を
経て、あらたな市民後見人が誕生しました。

　市民後見人とは、専門職ではない一般市民の後
見人のことで、判断能力が十分でない方に市民目
線で寄り添い、生活の手続きや財産の管理を行い
ます。なお、本会は監督人として、市民後見人の活
動を支援しています。

　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く、制度の利用
促進の要（中核）となる機関です。
　成年後見制度の利用に関する相談のほか、成年後見人等として活動中の方へ
の相談対応も行っています。

草加市中核機関アドバイザー
弁護士　岡本　毅 氏

フォローアップ研修の様子

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」

相談

「自立相談支援事業」

令和５年２月は
税理士記念日月間のため、
開所時間を拡大します！
お申込みをお待ちしております。

※�２月以外の相談会は、原則毎月第２木曜日の13時30分
～16時30分（４組）となります。

税のお悩み　ご相談ください

市民税務・経営相談市民税務・経営相談

日　　時　�令和５年２月21日（火） 
午前の部　９時～12時�
午後の部　13時30分～16時30分

会　　場　�（福）草加市社会福祉協議会
所 在 地　�草加市松江一丁目１番32号
内　　容　�税理士による無料相談
相談時間　�一組概ね30分
募集人数　�先着８組（午前４組・午後４組）�

※要事前予約
申込方法　�前日の正午までに電話予約
申 込 先　�関東信越税理士会川口支部�

TEL　048-263-0781

２月2 3日
２月2 3日

税理士記念日税理士記念日

まるごとサポートSOKA
草加市委託

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

生活上の困りごとがある方、まずはご相談ください！

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。

就労準備支援事業とは…
「仕事をしたいけれど、自信がない」、「久しぶりに働くので不安」という方が働く一歩を踏み出
せるようサポートする事業です。日常生活の見直しや、職場でのコミュニケーションの取り方な
ど、一人一人の悩みに沿った支援をしています。

【相談事例】～利用者の声～　40代・男性
就職支援セミナーを受講したり、履歴書の添削や面接の練習をしたりして、
就労自立を目標にがんばった結果、希望する仕事に採用され、働き始める
ことができました！

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

就労自立のための
訓練

「就労準備支援事業」
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受けたい医療は自分で決める!受けたい医療は自分で決める!
　通院が難しくなっても、医療にかかりながら住み慣れた自宅で暮らし続けたい。そう願う人も多いのではないで
しょうか。そんな時には「在宅医療」という方法があります。
　在宅医療は、1986年かかりつけ医が定期的に自宅に訪問し診療を行う「訪問診療」という概念が生まれたこと
が始まりです。その後2006年在宅療養支援診療所ができ、訪問診療利用者は約20万人（2006年）から約76万人
（2021年）へと年々増えています。
　「住み慣れた場所で最期まで自分らしく過ごしたい」「家族との時間を大切にしたい」など利用目的は様々。「私は
こんな風に自宅で過ごせたらいいな」といった漠然とした思いを話すことから、在宅医療すなわち訪問診療は始ま
ります。一人ひとりの思いに寄り添える支援体制もできていますので、まずはご相談ください。

在宅医療について

教えて！
ほうかつさ

ん

一般社団法人　草加八潮医師会
在宅医療サポートセンター

所 在 地　�草加市保健センター内１階（草加市中央一丁目５番22号）
電話番号　048-959-9972　F A X　048-959-9982
相談時間　�月～金曜日９時～ 17時（土・日・祝日及び年末年始を除く。）

かかりつけ医や担当のケアマネジャーがいる方は、まずそ
ちらに相談してみましょう。在宅医療サポートセンターでも
相談に対応しています。

どこに相談したらいいですか？

自己負担の割合や治療内容、薬代等により、費用には個
人差があります。状態にもよりますが、自己負担１割の
場合、慢性疾患の診察を含めた訪問診療２回でおよそ
5,000 ～ 7,500円／月です。詳細はかかりつけ医に相談
してみましょう。

費用はいくらくらいですか？

訪問診療は、あらかじめ診療の計画を立て、定期的に医師
が自宅を訪問し診療を行います。往診は患者さんから要
請があった時に、その都度医師が訪問し診療を行います。

訪問診療と往診の違いは何ですか？

必要に応じ、訪問してもらえる場合があります。夜間や休
日の対応が可能か、また、どのような状態になったら緊急
で連絡が必要なのか、在宅療養開始時に担当医に相談し
ましょう。

急に体調が悪くなったら心配です。

診察や薬の処方の他、血液検査や点滴、レントゲン撮影が
できる場合があります。医療機関によって異なります。

どんな医療が受けられますか？

問合せ　新田東部地域包括支援センター　電話 048–932–6775

（訪問診療）
～在宅医療の現在～

間違い探し間違い探し 間違いが７つあるよ!
全部見つけてね!!

答えは８ページにあるよ
　認知症など、脳機能の低下を予防するためには、簡単なゲームを行うだ
けでも効果的です。観察力や集中力を高めて、脳の活性化を促します。
　ぜひチャレンジしてみてください。

参考：�2021年　厚生労働省「在宅医療の現状について」�
草加市「はじめての在宅療養」
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介護職員募集中介護職員募集中
１　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
２　年　齢　�64歳まで
３　賃　金　（１）�介護保険サービス　時給　身体介護　1,698円�

� 生活援助　1,398円
� （２）�障害福祉サービス　時給　身体介護　1,778円�

� 家事援助　1,478円
� （１）、（２）ともに、処遇改善手当を含む。
４　その他　��夜勤なし　※上記のほか、夜間・早朝・休日割増あり

１　日　時　�令和５年２月16日（木）　14時～15時30分
２　会　場　�アコス南館７階　アコスホール
３　参加費　�無料

　草加市、三郷市、八潮市の福祉施設と福祉の現場で働きたい方を繋げる就職相談会
を開催します。
　無資格・未経験で働ける職場もあります。
　あなたの来場をお待ちしています。

～あなたの福祉力を地域で活かしませんか？～

福祉の仕事地域就職相談会を開催
令和
４年度

　新型コロナウイルス感染症の防止対策をします。詳しくはホームページ「埼玉県
福祉人材センター」を検索してください。

福祉の仕事を
見つけよう!

　株式会社Ｍケアテック（草加市福祉用具・住宅改修事業者連絡会会員）様から車イスを寄贈いただきました。
　その後、市内の障害者施設から、車イスの故障等でお困りとの声が本会に寄せられたので、ご厚意でいただいた
車イスを２施設にお譲りしました。感謝申し上げます。

登録訪問介護員

問合せ　介護課　訪問介護係　電話 048-932-6777

問合せ　 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（土・日・祝日を除く10時～17時）

「年末年始期間における
�手話通訳の派遣依頼について」

車イスを寄贈いただきました車イスを寄贈いただきました

　年末年始期間中（令和４年12月29日（木）～令和５年１月３日（火））に緊
急で手話通訳が必要となった場合は、住所・氏名・FAX番号・内容・日時・場所・
待ち合わせの時間と場所を記入し、草加八潮消防局（FAX�997－4119）へ
FAXしてください。
　また、救急車や消防車が必要なときは、従来どおり緊急通報（FAX�119）へ
FAXしてください。
　なお、事前に手話通訳が必要と分かっている場合は、12月28日（水）正午
までに、本会の手話通訳担当に依頼してください。
　詳しくは、次のところまでご連絡ください。

手 話

訳通 だより

SIGN LANGUAGE
INTERPRETER

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

答え　雪だるまの手・ウエルちゃんの胸マーク・芭蕉の杖の長さ・芭蕉の着物打ち合わせ・犬の尾・スカイツリー・煎餅屋のれん
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氏名・名称 寄付金額
旭町団地自治会 5,822
椛島　幸夫 10,000
草加市腎臓病患者友の会 5,000
八幡町文化祭楽画輝会 12,400
岡田　紀子 100,000
増田　量吉 10,000
庭野　宇吉 23,750
草加市華道協会 10,000
匿名�３件 340,000

合　　　　計 516,972

氏名・名称 寄付物品
㈱Mケアテック 車イス 2台

髙野　寿子 タオル
108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９月３日～令和４年11月17日

　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174号）は令和５年３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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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

年末年始休業のお知らせ
　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。


