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地域の支え合いについて考えよう
～１人の100歩より100人の1歩！～

特集

平成30年11月１日発行

社協は地域の
サポーター

40No.

「あしすと」の発行には、赤い羽根共同募金の配分金の一部が使われています。



●335口　各民生委員・児童委員
●１�口　松本博道／三浦宏之／小谷野正／清水けい子／関口信義

賛助会員（順不同・敬称略）１口　3,000円

平成30年度社会福祉協議会会員募集報告
ご協力ありがとうございました

　今年度も、5月1日から6月30日までの2 ヶ月間を社協会員募集増強期間とし、地域の皆様をはじめ、企業・
団体の方々に対し会員加入のご協力をお願いいたしました。
　皆様からご協力いただきました会員会費は、社協が地域福祉事業を推進するための貴重な財源として活用さ
せていただきます。
　今後ともより一層のご理解とご協力をお願いいたします。

会��費��実��績（H30. 10. 15現在）

○会費別

種　別 会費額

一般会費 21,191,450

賛助会費 1,020,000

特別会費 840,000

合　計 23,051,450

○地区別

地区名 会費額 地区名 会費額

粕壁 3,704,500 武里 4,215,300

内牧 1,480,500 豊春 3,377,700

幸松 2,696,000 庄和 3,446,150

豊野 2,202,100 武里団地ほか 　　69,200

合　計　　 21,191,450

●５口　春日部市役所うづき会／小川久美子
●２�口　（株）花勝葬祭／（有）あすかホール
●１�口　（一社)春日部市医師会／ (一社)春日部市歯科医師会／ (一社)春日部市薬剤師会／ (一社)春日

部市身体障害者福祉会／ (一社)正和会／ (公社)春日部青年会議所／春日部南ロータリークラブ／
春日部ロータリークラブ／春日部地区保護司会春日部支部／春日部市建設業安全協力会／春日部市
商業協同組合／春日部駅東口都市近代化推進協議会／春日部小売酒販組合／春日部環境衛生事業協
同組合／春日部市豊野工業団地協同組合／武里団地自治会協議会／埼玉土建庄和南分会／恩賜財団
済生会支部埼玉県済生会彩光苑／ (福)平成会特別養護老人ホーム デイ・サービスセンターしょう
ぶ苑／ (福)孝楽会／ (福)弘颯会 特別養護老人ホーム豊潤館／特別養護老人ホーム清寿園／ (福)春
栄会特別養護老人ホームおおまし／ (福)庄和和合特別養護老人ホーム／ (福)朋映会特別養護老人
ホーム 春日部勝彩園／ハーウィル東武動物公園／特別養護老人ホーム フラワーヒル／アオイ土地
建物㈱／甲府水道土木㈱／㈱アマチャ／ゆたか㈱／日科ミクロン㈱福祉のニッカ／中央プリント㈱
／㈱石原造園土木／金杉建設㈱／泉工医科工業㈱／㈱高橋医科器械店／㈱アリム／松和土木㈱／㈱
三和文具／さいたま春日部市場㈱／東彩ガス㈱／三洋商事㈱／アイル・コーポレーション㈱／㈱丸
山製作所／トヨタカローラ埼玉㈱／㈱東邦商事／㈱足立技研／ (有)本澤運送／ (有)庄和商事／上
原商事(有) ／くし田商会(有) ／共栄衛生(有) ／ (有)光商事／ (有)林商会／ (有)あすま商事／ (有)
会田自動車／ (有)オートサービス石原／ (特非)ＭＣＫコミュニティ／ (特非)成年後見センターあ
い／さいかつ葬祭センター／文具のナカジマ／春日部市吟道連盟／将棋愛好会／囲碁愛好会／作楽
会／廣岡忠義／上原十九三／箱﨑秀世／匿名 1件

特別会員加入企業・団体・個人（順不同・敬称略）　１口　10,000円

（一社）…一般社団法人　（福）…社会福祉法人　（医）…医療法人　（特非）…特定非営利活動法人　（株）…株式会社　（有）…有限会社

（単位：円）（単位：円）
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「いま、お葬式は準備する時代です」
火葬式　家族葬　一般葬　95,000円（税抜）～

春日部・白岡営業所　：　白岡市太田新井568－4　 0480－31－6975　本社　：　越谷市増林5918－1　代表　048－960－7370
春日部・白岡家族葬ホール　

事前相談、御見積無料　お気軽にご相談下さい

昨年度、
春日部市支会に

お寄せいただいた
善意の募金

赤い羽根
20,051,542円

歳　末
5,259,310円

　今年も10月１日から赤い羽根共同募金運動が全国一斉にスタートしました。
　皆様からご協力いただいた募金は、春日部市内の地域福祉活動に役立てられる他、県内
の民間施設・団体へ配分され、その活動費や施設の整備・運営費として大切に使われます
ので、本年度もご協力お願いいたします。

　リサイクルショップは、障がいのある方が「仕事」を通して訓練を行
う就労継続支援Ｂ型の施設です。
　市民の皆様からいただいた品物をきれいにして販売している他、自主
製品の製作や企業から受注した作業を行っています。
　お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

販売・寄贈品受付時間�…�9:00 ～ 16:00（12:00 ～ 13:00�準備休憩）
店休日�……………………�土・日・祝日・年末年始（12/29 ～ 1/3）

※以下の品物のご寄贈は現在遠慮しています。
　・家電、機械類（動作確認が心配なため）
　・大きな家具、ベット、布団、マットレス　
　　（保管・展示場所が少ないため）

※その他詳細はお問い合わせください。
　電話・FAX：048-752-7467

○中央共同募金会ホームページ  www.akaihane.or.jp
○埼玉県共同募金会ホームページ  http://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama00/AKAIHANE/AKAIHANE.htm

第71回赤い羽根
共同募金運動

春日部市を良くするしくみ。

運動期間：10月１日〜３月31日

掘り出
し物

いっぱ
い リサイクルショップリサイクルショップ

リサイクル品募集中！！
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地域の支え合いについて考えよう地域の支え合いについて考えよう
～１人の100歩より100人の１歩 ～

　埼玉県は2025年までの75歳以上の高齢者数の伸び率が、日本一と言われています。高齢者の方が増えると、「一人暮らしで高いところの電球交換ができない」、「買い物や病院への交通手段がない」、 
「外出の機会がなく寂しい」など、ちょっとした困りごとが増えていきます。また、高齢者の方以外でも、子育てをしている人、介護をしている人、引っ越してきたばかりで頼れる人が周りにいない人など、
地域にはさまざまな人が生活しており、それぞれ抱える困りごとはさまざまです。誰もが住み慣れた地域で生活を続けていくために、「できる人が できる時に できることをする」、そんな支え合いが
増えていくことを目指し、誰もがいきいきと暮らせる地域づくりを、みなさんと一緒に考えていきます。

今後の予定：12/８（土）粕壁下しゃべる場　 １/ 20（日）粕壁西しゃべる場
詳細は６ページをご覧ください！

特 集

　誰もが暮らしやすい地域づくりを実現するため、地域活動
を担う人材を養成することを目的として、「支え合い担い手
養成講座」を実施しています。会場は「地域と施設の協働」 
という目的に賛同し、会議室等のスペースを地域住民に開放いた
だいている福祉施設としています。施設見学や施設を取り巻く状
況等についてお話をいただくことにより、地域と施設の関係を深
める機会となっています。
　講座では、「地域で活かされていない人・もの」などを活かして、
自分たちに出来るプロジェクト作りをグループごとに考え、毎回
さまざまなプロジェクトが考えられています。
　講座修了後には参加者の方々から「このまま解散するのはもった
いない」「勉強したことを活かして、何か形にしていきたい」と声
が挙がり、参加者有志による活動が各地域で立ち上がっています。

地域の
担い手養成

　いつまでも住み慣れた地域で生活を続けていくために、
地域にある課題や強みを掘り起こし、みんなで共有して、
支え合い活動につなげていくため、各地域で「しゃべる場

（住民懇談会）」を開催しています。
　自治会・民生委員・ボランティア・地域活動に関心のあ
る方 ・々地域にある福祉関係の事業所・スーパー・薬局など、
毎回さまざまな立場の方々にご参加いただいております。
　参加者同士、日頃気になっていることや困っていること
を話して共有し、みんなで出来そうなことを考えており、

「しゃべる場」をきっかけとして、高齢者サロンの立ち上
げや、施設の空きスペースの提供など、新たな支え合い活
動へつながっています。

地域の課題や
強みを共有 「しゃべる場（住民懇談会）」の開催

各地域で担い手養成講座を開催
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地域の支え合いについて考えよう地域の支え合いについて考えよう
～１人の100歩より100人の１歩 ～

　埼玉県は2025年までの75歳以上の高齢者数の伸び率が、日本一と言われています。高齢者の方が増えると、「一人暮らしで高いところの電球交換ができない」、「買い物や病院への交通手段がない」、 
「外出の機会がなく寂しい」など、ちょっとした困りごとが増えていきます。また、高齢者の方以外でも、子育てをしている人、介護をしている人、引っ越してきたばかりで頼れる人が周りにいない人など、
地域にはさまざまな人が生活しており、それぞれ抱える困りごとはさまざまです。誰もが住み慣れた地域で生活を続けていくために、「できる人が できる時に できることをする」、そんな支え合いが
増えていくことを目指し、誰もがいきいきと暮らせる地域づくりを、みなさんと一緒に考えていきます。

　庄和地域にある児童養護施設「子供の町」をお借りして開催した講
座受講者有志による活動です。施設の子どもたちとの農園作業や施
設の夏祭りのお手伝いを通して、世代間交流をしています。

　幸松地域にある「牛島ボランティアセンター」
で開催した講座受講者有志による活動です。「子
どもの居場所づくり」を目的に長期休みに合わ
せて、ゲームや物作りをしています。

※各活動に関するお問合せは、地域福祉担当までご連絡ください。

　内牧地域で開催し
た「しゃべる場」を
きっかけに高齢者サ
ロンを立ち上げまし
た。会場はしゃべる
場に参加していた

「サンライズ・ヴィ
ラ春日部」をお借り
し、地域の高齢者の
方だけでなく、施設
入居者の方も一緒に
参加できるようにし
ました。

　「地域で集まる活動を作り
たい！でも場所がない！」と
いう声にお応えして、会議室
や食堂などのスペースを地域
住民に開放してくださる施設
をまとめた「地域開放スペー
スマップ」を発行しています。
　利用希望の方はお気軽に社
協へお問い合わせください。
開放してくださる施設の方

（お店も大歓迎！）からのご連
絡もお待ちしております。

各地域での
取り組み ほっこり虹の会

（担い手養成講座受講者）

栄町さくらサロン
（高齢者サロン）

地域開放
スペースマップ

の発行

藤っこの会 （担い手養成講座受講者）
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お知らせ広場

かすかべ家事サービス
協力会員養成研修

たすけあい

　高齢者・障がい者等、家庭内での
家事援助、通院介助や院内介助を必
要とする方（利用会員）と、ご協力
いただける方（協力会員）との住民
相互の助け合いによる会員制の事業
です。
　研修会では家事サービス事業の説
明や、訪問の基本の研修を行います。
日時　平成30年11月27日㈫
　　　13：20 ～ 15：00
会場　あしすと春日部講習室
内容　 「家事サービス事業について」
　　　 「知っておきたい！訪問の基

本」　　　
申込・問合せ　地域福祉担当
　　　　　　　048-762-1081

日　時　 平成30年12月20日㈭
　　　　14：00 ～ 15：30
会　場　 春日部コミュニティセン

ターコミュニティホール
内　容　 「介護や予防に役立つ！糖

尿病　ながら運動で血糖改
善」

対象者　 在宅にて介護をしている方
や介護に関心のある方

定　員　20名（申込順）
費　用　30円（保険料）
申込・問合せ
　　　　在宅支援地域包括支援
　　　　センター担当
　　　　048-754-3775

すまいるケア教室
(家族介護教室)

講　座

　「しゃべる場」とは、地域住民、商店、施設など地域の色々な
方々が集まって、生活する中で気になっていることを気軽に話
し合い、地域の“良いところ”や“困りごと”を掘り起こすことで、

「自分たちにできること」「地域でできること」「地域がつながれ
ばできること」の３つの視点で取り組んでいくための場です。
　各地区で開催しておりますのでお気軽にご参加ください！
日　時　①平成30年12月８日㈯
　　　　②平成31年１月20日㈰
　　　　両日とも13：00 ～ 16：00
会　場　①ハーモニー春日部
　　　　②粕壁南公民館
対象者　以下の地区に在住・在学・在勤の方
　　　　①粕壁下地区（粕壁東４～６丁目・緑町）
　　　　②粕壁西地区（南１～５丁目、中央１・２・５～８丁目）
定　員　両日とも60名（要事前申込）
申込・問合せ　地域福祉担当
　　　　　　　048-762-1081

粕壁しゃべる場（住民懇談会）
イベント

　認知症高齢者の増加や地域で生活する知的障害者、
精神障害者の増加が見込まれる中、判断能力が十分
でない方々の権利や利益を護る成年後見制度の利用
の必要性がますます高まっていくと考えられます。
　落語や座談会を通して成年後見制度の仕組みやそ
の活用の仕方について学びませんか。
日時　平成31年２月2日㈯
　　　13：00 ～ 15：20
会場　春日部市民文化会館小ホール
内容　①成年後見落語「後見爺さん」
　　　　落語家　桂ひな太郎 氏
　　　②座談会
定員　400名（申込順）
申込・問合せ　
　　　電話又はFAX
　　　地域福祉担当
　　　048-762-1081
　　　（FAX048-752-3716）

成年後見セミナー
イベント

　住み慣れた地域で安心して暮らしてい
くためには、地域の支え合いが必要です。
　すでに活動している方も、これから活
動してみたい方も、一緒に地域で出来る
ことを考えてみませんか？
日　時　 平成30年12月2日㈰
　　　　13：30～16：00
会　場　あしすと春日部　講習室
内　容　 「分けない、隔てない　共生社会

を目指して」
　　　　 「市内障害者福祉サービス事業所

利用者との交流会」
講　師　埼玉県立大学教授
　　　　朝日　雅也　氏
対象者　地域福祉に関心のある方
定　員　80名（申込順）
申込・問合せ
　　　　 平成30年11月22日㈭までに、電

話または窓口へ
　　　　地域福祉担当
　　　　048-762-1081

ボランティア交流会
〜分けない、隔てない
　共生社会を目指して〜

講　座

事前のご相談事前のご相談 安置室完備安置室完備 バリアフリーバリアフリー
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最新の情報はWebでチェック！ 春日部市社会福祉協議会 検索

春日部市社会福祉協議会　http://www.kasukabeshishakyo.or.jp/

←

平成30年11月17日㈯　11：00 〜 16：00
イオンモール春日部
　ボランティア活動の紹介を行います♪
子どもから大人まで
　幅広い世代の方が参加できる内容となっ
ていますので、　ご家族などお誘い合わせ
のうえ、是非ご参加ください！

集まれ！
ボランティア広場

平成31年度会員（育成）募集
対 象 者： 下記の日程に参加終了後、「春

日太鼓会員」としてボランティ
アに参加できる成人男女10名
※年齢・経験は問いません

募集期間：平成30年11月20日㈫まで
　　　　　 平成30年度育成日程（体験学

習ではありません）
　　　　　 平成30年12月２日㈰、9日㈰、

16日㈰
　　　　　９：00～10：00
　　　　　豊野地区公民館講堂
問 合 せ　相田千代子
　　　　　（℡090-3437-9945）

春日太鼓

ボランティア
掲示板

いっしょに活動しませんか？
　「どんな所？」「どんな事をしているの？」気になった方は
是非一度見学にいらしてください。随時受付中です。

利用者募集

　介護保険の認定を受けた在宅の高齢者の皆様が、創作活動・外出・
楽しい年間行事や食事・入浴などを通じて毎日を楽しく過ごしていた
だけるよう努めています。

◎  自慢の広々としたお風呂でゆったり温泉気分を楽しみませんか？
　機械浴もリニューアルしました☆
場　所　春日部市中央・八木崎駅より徒歩７～８分
問合せ　あしすと春日部デイサービスセンター
　　　　048-762-1081

あしすと春日部デイサービスセンター

あしすと身体障害者
　　　　　地域活動支援センター
　ご家庭でお暮らしの身体障がい者の皆さんが、レクリエーション・
入浴・食事などの活動を通して、一日を“いきいき”“楽しく”お過ご
しいただけるように努めています。
場　所　 春日部市中央・八木崎駅より徒歩

７～８分
問合せ　 あしすと身体障害者地域活動支援

センター
　　　　048-762-1081

◎ 武里団地内にある、緑豊かな公園に隣接した施設です。緑の中のお
散歩や笑顔と、笑いあふれる時間を一緒にすごしませんか？

ゆっく武里デイサービスセンター

場　所　春日部市大枝・武里団地内武里出張所となり
問合せ　ゆっく武里デイサービスセンター
　　　　048-733-5551
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相 談 室 のご案内
心の相談

（臨床心理士による相談 要予約 ※前月１日から受付）
日時：毎月第２・４金曜日　９：00 〜 12：00

弁護士相談
（要予約 ※当月１日から受付）
日時：毎月第２・４金曜日　13：00 〜 16：00

皆様からの温かい善意

社会福祉法人　春日部市社会福祉協議会
〒344−0067　春日部市中央2−24−1
春日部市総合福祉センター「あしすと春日部」（2階）
TEL048−762−1081　FAX048−752−3716

編 集 ・ 発 行

（平成30年6月1日～平成30年9月30日）

福祉資金（敬称略・順不同・単位：円）

中田測量設計事務所（４件） 20,000 
春日部市ボランティア活動推進連絡会 50,000 
一樹会 2,100 
武里ハウス 10,000 
大枝地区自治会 1,390 
埼玉土建一般労働組合 春日部支部中央分会 5,000 
埼玉土建庄和南分会 10,000 
埼玉土建備後分会 5,000 
春日部商工会議所 107,000 
有限会社トイダ石油 10,000 
丘の上チャリティ茶会 50,000 
加藤弘(2件） 20,000 
チェリーカラオケ愛好会 42,000 
大畑清治 5,570 
仲町底ぬけ屋台 3,000 
春日部市ターゲットバードゴルフ協会 91,693 
五十嵐和子 50,000 
匿名（６件） 20,800

物品寄贈（敬称略・順不同）

西町シルバーほがらか会 雑巾100枚
大森　清 紙おむつ59袋  マスク18個
越谷　ます子 紙おむつ6袋

匿名（4件）

紙おむつ2袋
衛生用品等5品
一輪車1台
玄米60㎏

●社協窓口　中央2-24-1あしすと春日部内
●郵 便 局　�備え付け振込用紙にて、下記事項をご記

入のうえお振込みください。
　口座番号：00100−6−608996
　口座名義：社会福祉法人春日部市社会福祉協議会
　通 信 欄：住所・氏名・電話番号・寄付
　　　　　　あしすと掲載の可否をご記入ください。
　　　　　　※大変申し訳ありませんが、手数料はご負担願います。

〈皆様からの寄付受付方法〉

ご寄付のお願い
　社会福祉協議会では、皆様からの会費や寄付でさま
ざまな事業をおこなっております。
　皆様からのご寄付をお待ちしております。

　近年多発している自然災害。災害発生時に生じ
る問題について、一緒に考えてみませんか？
日　時　 平成30年12月15日㈯
　　　　10：00 〜 11：30
会　場　あしすと春日部　講習室
テーマ　 災害時におけるペット対応とボランティ

アの関わり
講　師　 青木宏之氏（社会福祉士、愛玩動物飼養

管理士、ペット災害危機管理士）
対象者　 災害ボランティアに関心のある市内在住

の方
定　員　100名（申込順）
申　込　 平成30年12月７日㈮までに、
　　　　電話または窓口へ

　災害の復旧・復興には、災害ボランティアが欠
かせない存在となっております。
　いざという時のため、災害ボランティアセンター
の一員として、協力してみませんか？
日　時　 平成31年1月12日㈯
　　　　10：10 〜 16：00
会　場　あしすと春日部　講習室
対象者　 市内在住の18歳以上の方で、講座終了後、

災害ボランティアセンタースタッフとし
て登録いただける方

定　員　40名（申込順）
申　込　 平成31年１月７日㈪までに、
　　　　電話または窓口へ

災害について考える
講座のご案内

災害ボランティア登録者養成講座

義援金を募集しています
　春日部市社会福祉協議会では、災害により被災され
た方々への支援として義援金を受付けています。 

【現在受付中の義援金】
①平成28年熊本地震義援金
　受付期間：平成31年３月31日まで
②平成30年７月豪雨義援金
　受付期間：平成30年12月28日まで
③平成30年北海道胆振東部地震災害義援金
　受付期間：平成31年３月31日まで

【受付窓口】
春日部市社会福祉協議会事務局
　引き続き、温かいご支援、ご協力をよろしくお願い
いたします。

問合せ　地域福祉担当　048-762-1081

※11月23日㈮は
　お休みとなります
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