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「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。
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共同募金運動報告令和２年度
共同募金運動　実績　　　　（単位：円）

募金種別 赤い羽根募金 歳末たすけあい募金
戸別募金 15,796,513� 4,889,756�
街頭募金 39,950� 0�
学校募金 467,340� 0�

職域（カード）募金 615,449� 0�
法人募金 1,432,852� 73,064�

大口個人募金 48,032� 60,182�
計 18,400,136� 5,023,002�

ありがとう。 ～令和 2 年度 赤い羽根共同募金配分を受けた
　　　　　　　　　団体・施設からのメッセージ～

（令和３年２月１日現在）

　赤い羽根共同募金の配分を活用しまして、当施設の冷蔵庫を新しくすること
ができました。新しくなったことで利用者の方も大変喜び、食事の支援がより
一層行えるようになりました。
　今後も生活支援に役立て、支援を行っていきます。
　ありがとうございました。

NPO法人 精神保健福祉を考える市民の会・彩空楽

 （敬称略・順不同）

戸別募金　自治会を通じて市民の皆さまにご協力いただきました

街頭募金　ボランティアを通じてご協力いただきました

学校募金　児童・生徒の皆さまにご協力いただきました

職域募金・法人募金・大口個人募金　法人（企業）や従業員の皆さま等にご協力いただきました　　

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
（公社）…公益社団法人　（公財）…公益財団法人　（福）…社会福祉法人　（特非）…特定非営利活動法人　（株）…株式会社　（有）…有限会社

募金協力者・団体

　昨年10月１日（木）から赤い羽根共同募金運
動を実施したところ、地域の皆さまをはじめ
企業・団体の方々には、多大なるご協力をい
ただきありがとうございました。
　皆さまの温かい心が込められた募金は、民
間の社会福祉活動のために役立てられます。

春日部市ガールスカウト連絡会 （特非）藤の森福祉会 イオン春日部店

桃園幼稚園 真由美幼稚園 藤塚幼稚園 一ノ割幼稚園 武里第二幼稚園
武里幼稚園 ひかり第二幼稚園 成就院幼稚園 庄和こばと幼稚園 内牧幼稚園
うらら保育園 牛島保育園 小渕保育園 春日部保育園 小島保育園
信愛保育園 三愛保育園 森のひろば保育園 緑の森保育園 認定こども園ふたば
認定こども園春日部幼稚園 内牧小学校 豊野小学校 緑小学校 幸松小学校
武里西小学校 武里南小学校 中野小学校 立野小学校 藤塚小学校
粕壁小学校 桜川小学校 春日部中学校 豊春中学校 緑中学校
春日部女子高等学校 春日部高等学校ＪＲＣ部 春日部共栄高等学校 春日部特別支援学校 春日部特別支援学校ＰＴＡ
春日部高等学校定時制課程

各地区自治会・町会 各民生委員・児童委員 春日部市職員厚生会 春日部市うづき会
日科ミクロン(株)福祉のニッカ (株)興文館 正和工業(株) 東亜道路工業(株)東埼玉営業所
わかば商事(株) 日本ハムマーケティング(株) (株)三和文具 (有)あすま商事
上原商事(有) (有)本澤運送 (有)やまや (有)光商事
(有)トイダ石油 キッコーマン労働組合野田工場支部 （特非）成年後見センターあい （特非）ＭＣＫコミュニティ

（特非）福祉作業所ひばり園 （特非）藤の森福祉会 (一社)春日部市薬剤師会 （公社）春日部青年会議所
特別養護老人ホームフラワーヒル 恩賜財団済生会支部埼玉県済生会彩光苑 庄和和合 特別養護老人ホーム豊潤館
埼玉りそな銀行春日部支店 埼玉りそな銀行春日部西口支店 埼玉りそな銀行庄和支店 埼玉りそな銀行春日部プレミアオフィス
武蔵野銀行藤ヶ丘支店 武蔵野銀行春日部支店 武蔵野銀行庄和支店 埼玉縣信用金庫春日部支店
埼玉縣信用金庫豊春支店 埼玉縣信用金庫春日部西口支店 川口信用金庫春日部支店 埼玉県庄和浄水場
埼玉県東部地域振興センター 埼玉県春日部県税事務所 埼玉県東部中央福祉事務所 埼玉県春日部農林振興センター
埼玉県総合治水事務所 埼玉県春日部保健所 春日部小売酒販組合 春日部イブニングロータリークラブ
春日部南ロータリークラブ 埼玉県石油商業組合春日部支部 春日部市佛教会 春日部地区保護司会春日部支部
武里団地自治会協議会 春日部警察署 三愛保育園 一の割自然保育園
小島保育園 すずらん幼稚園 豊春中学校 春日部高等技術専門学校
豊野地区災害対策協議会 春日部市吟道連盟 上原十九三・幸恵 須田浩寿・綾美
村松百治 君塚友子 高橋篤 鈴木津久彦
板垣節子 埼玉りそなクラブポイント寄付者の皆さま 社協職員
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　高齢者、児童など分野を超えた市内の社会福祉法人が集まり、「春日部市社会福祉法人連絡会」が発
足いたしました。
　この連絡会では、「社会貢献事業の企画、検討及び実施」をはじめ、「会員相互の情報交換」、「福
祉ニーズの把握及び課題解決のための取り組み」などについて検討を進め、地域の皆さまと共に地域共
生社会の実現に向けた地域づくりを進めていきます。

あすなろ会　　　恩賜財団済生会支部埼玉県済生会　　かがやき　　春日部市社会福祉協議会
春日部福祉会　　春日部むつみ会　　　　　　　　　　弘颯会　　　孝楽会
子供の町　　　　米島会　　　　　　　　　　　　　　春栄会　　　庄和和合会
清寿会　　　　　隼人会　　　　　　　　　　　　　　福一会　　　平成会
朋映会　　　　　やなぎ保育園 ※ 参加を希望される法人は、社協までご連絡ください。

■参加法人（50音順）

■社会福祉法人の社会貢献活動（地域における公益的な取り組み）のご紹介（一部）

春日部市社会福祉法人連絡会が発足しました

　令和２年11月11日（水）埼玉会館にて埼玉県社会福祉大会が開催されました。埼玉県社会福祉大会は、
長年、社会福祉の発展に功績のあった方々を表彰する大会で、今年度は市社協推薦により以下の皆さまが表
彰されました。心からお祝い申し上げます。  (敬称略・順不同)

埼玉県社会福祉大会

埼玉県知事表彰 埼玉県社会福祉大会会長表彰

埼玉県共同募金会会長表彰

● わくわく科学クラブ　● 赤とんぼ

● 釼持盈　　● 鶴見征亮　● 中村正博
● 岡田友宏　● 髙橋泰稔　● 野村三男

合併15周年記念 春日部市社会福祉大会

特別表彰
活動期間：10年以上 活動期間：5年以上10年未満

一般表彰

● 社会福祉協議会役員……………  6名
● 自治会長…………………………18名
● 民生委員・児童委員……………40名
● 福祉行政協力員…………………18名
● ボランティア活動推進者………97名
● 社会福祉活動協助者及び団体…17名

● 社会福祉協議会役員……………20名
● 自治会長…………………………42名
● 民生委員・児童委員……………92名
● 福祉行政協力員…………………31名
● ボランティア活動推進者………73名
● 社会福祉活動協助者及び団体…48名

　社会福祉法人春日部市社会福祉協議会合併１５周年記念社会福祉大会の式典は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止の観点から中止とさせていただきましたが、春日部市の社会福祉の発展に功績のあった方々へは賞
状及び記念品を贈呈させていただきました。心からお祝い申し上げます。  (敬称略)

● 飯田義雄　● 松井正行
● 朗読ボランティア
　 花しょうぶの会

● 井上節子

　孝楽園フードパントリーを実
施しました。
　生活にお困りの方に食材の配
付を通じて、相談や自立支援に
つなげていきたいと思います。
今後、隔月（奇数月）に定期開
催を予定しています。食品のご
寄付など、随時受け付けており
ますのでご協力お願いします。

　当法人では昨年 11 月より
〝ココつな便〟を始めました。
　箱の中には食材に合わせた
メニューやお子さんへのプレ
ゼントもあり、心のこもった
食材のお渡しにやりがいを感
じています。
　お子さんと仲良くなること
が当面の目標です！

孝楽会庄和和合会
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特集

オススメ自主製品
●マスク
●刺し子デザイングッズ（バッグポーチ等）
●ストラップ（ふくろう、ぽんぽんくま他）

問合せ：大衾496-455   048-718-2011

● ひまわり園
就労継続支援Ｂ型事業所

　ひまわり園では、一人ひとりの『やりがい』を大切にし
ています。それぞれが個性を活かし、『楽しく』毎日のお
仕事をがんばっています。
　地域密着型のひまわり園では、施設内でも販売していま
すので、お近くにお寄りの際はぜひご覧ください。
　☆イベントの記念品などにもぜひご活用ください。
　　お客様の声に合わせたオーダーも承ります。

　各障がい者通所支援施設では、新型コロナウイルス感染症予防に努めなが
ら、利用者一人ひとりの障がいの特性を尊重し、就労の機会の提供や社会参加、レクリエー
ション活動などに取り組んでいます。コロナの影響で、地域行事への参加や地元商店街で
の販売活動等の取り組みが制限されてきましたが、引き続き安全面を考慮しながら、施設
利用者の皆さんの社会的自立や生き甲斐づくりを支援していきます。

社協で運営する
心身障がい者通所支援施設の
取り組み

● ふじ支援センター
　ふじ支援センターでは、年間を通して企業などから安定した
軽作業を受注し、各利用者さんの特性にあわせて様々な作業過
程に取り組むことで、物品を完成させる楽しさや意欲向上につ
ながるよう日々支援しています。また、地域とのつながりも大
切と考え、地元を中心に定期的なリサイクル品の回収活動をは
じめ、公共施設や商業施設等をお借りし、自主製品の販売にも
出向き住民の方との交流を深める活動にも取り組んでいます。

就労継続支援Ｂ型事業所

オススメ自主製品
●立体マスク
●�さっとたためる携帯用エコバッグ

問合せ：牛島1289   048-761-8776

プレチケ
取扱加盟店

車いす
貸出窓口

● ゆりのき支援センター
　ゆりのき支援センターでは、自主性を大切にし、作業品
の準備、片付けなどを通じ、自分で考え行動できるよう取
り組んでいます。また、責任感や自信を育むため、自分の
目標を作り、施設内での係の仕事など、日々頑張っていま
す。自分らしく生活できる、笑顔いっぱいの施設です。
　私たちが心をこめて製作した商品を、施設内や市内商業
施設などをお借りして販売しています。

就労継続支援Ｂ型事業所 オススメ自主製品
●携帯ポーチ
●がまぐち
●印かんケース

問合せ：谷原新田2229-1   048-738-1171

プレチケ
取扱加盟店

車いす
貸出窓口

プレチケ
取扱加盟店

車いす
貸出窓口

4



● あしすと身体障害者地域活動支援センター
　地域活動支援センターでは、レクリエーションや創作活動・外出活
動を通して生きがいづくり・仲間づくり・社会体験等ができるように
サービスの提供を行なっています。
　最近は障がい者スポーツである卓球バレーやボッチャで熱戦が繰り
広げられています。

地域活動支援センター

問合せ：中央2-24-1あしすと春日部内   048-762-1081

施設見学等の受入れは随時行っております。
ぜひ一度お立ち寄りください。

● あおぞら
　あおぞらでは、生活訓練や製作活動のほか、外出
訓練・奉仕活動・美化活動・年間を通じての季節の
行事など、様々な活動を通じて、一人ひとりが笑顔
で輝ける場になれるよう努めています。自主製品の
販売もしています。ぜひご連絡ください。注文も承
ります。

生活介護事業所

問合せ：米崎389-3庄和社会福祉センター内   048-745-1143

オススメ
自主製品
●エコバッグ

プレチケ
取扱加盟店

● リサイクルショップ
　リサイクルショップでは、市民の皆様からご提供
いただいたリサイクル品や施設で製作した自主製品
の販売などを行っております。
　ご家庭で不要となったまだ使える品物のご提供を
随時募集しています。詳細につきましては、ご連絡
いただきますようお願いします。

就労継続支援Ｂ型事業所

問合せ：樋堀369-1   048-752-7467

プレチケ
取扱加盟店

車いす
貸出窓口

● 就労継続支援Ｂ型事業所・・利用者の社会的自立を目指すため、働く場の提供や生活指導を行っています。
● 生活介護事業所・・・・・・ 常に介護を必要とする利用者に、生活上の支援や生き甲斐づくりの場を提供

しています。　　　　　　　　
● 地域活動支援センター・・・ 利用者の自立の促進、生活の質の向上を目指すため、レクリエーションや機

能訓練等を行っています。（入浴や送迎あり）
● プレチケ取扱加盟店・・・・ 春日部市プレミアム付商品券取扱加盟店。施設で作った自主製品等の購入時、

春日部市プレミアム付商品券の利用が可能です。( 利用期限：令和３年８月
31 日まで )

● 車いす貸出窓口・・・・・・ 車いすを貸出している施設です。車いすを必要とされている方に最長 90 日
無料で貸し出します。

　用語解説　
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お知らせ広場

専任職員Ⅱ種(パート)
●通所支援施設介護員
業務内容　利用者の支援業務　　資格　不問
勤務日・時間　曜日・時間応相談
休　日　土日祝日、年末年始
勤務地　① ゆりのき支援センター　② ふじ支援センター
　　　　③ ひまわり園　　　　　　④ リサイクルショップ
　　　　⑤ あおぞら　　　　　　　⑥  あしすと身体障害者

地域活動支援センター
　　　　※①～④就労継続Ｂ　⑤生活介護
　　　　　⑥地域活動支援センター
給　与　時給1,040円(処遇改善手当含む)
問合せ　障がい者支援担当　048-738-1171　

●デイサービス運転手  
応募要件　普通運転免許証　未経験者歓迎
　　　　　65歳以下の方
勤務日・時間　曜日・時間応相談
休　日　土日祝日、年末年始
勤務地　① あしすと春日部デイサービス
　　　　② ゆっく武里デイサービス
給　与　時給970円
問合せ　在宅支援担当　048-762-1081

職員募集

「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 広 告

地域の困りごとアンケートへの 
ご協力をお願いします
　春日部市社会福祉協議会では、「誰
もが住みやすいまちづくり」のため、
地域の支え合い活動を推進していま
す。 
　「生活をしていく上でこういうこ
とが困ってる（困っていそうな人が
いる）」「こんなのがあったらいいな」

「こういう（支えあいの）集まりが
あるよ」などを教えてください。 
　皆さまからご意見をいただき、地
域の支え合い活動に役立てていきた
いと考えております。
　アンケートについては、上記 QR コード又は社会福祉
協議会（庄和社会福祉センター）窓口、各ボランティア
センターに置かれているアンケート用紙でお答えいただ
けます。 
　皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

地域福祉を推進する社協だからこそ、
やりがいを感じられる仕事です。

募 集 職 種　正規職員 ( 技能職 介護福祉士 )
採用予定人数　若干名
主な職務内容　介護保険法・障害者総合支援法関係業務
　　　　　　　●デイサービスセンター　●障害者就労継続支援センター
　　　　　　　●サービス提供責任者 など

受験資格　次の①②いずれにも該当する方。
　　　　　　① 昭和 56 年 4 月 2 日以降に生まれた人で、介護福祉士の資格を有する人
　　　　　　② 普通自動車免許を有し、自動車の運転ができる人
申込期間　3/1( 月 ) ～ 4/16( 金 )
応募方法　受験案内を社協窓口にて配布、若しくは社協ホームページでダウンロードし、必要書類を郵送又は持込

( 令和 3 年 7 月 1 日付採用 )

正規職員募集

おねがい
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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/

←
『かすかべ ココつな便』

が始まりました！
ココつな便とは？？
　「生活が大変だな…」と感じている市内在住の“ひとり親家
庭”に対して、地域住民の方や企業などの協力を得て、定期的
に食材をお届けし、つながりづくりを行う事業です。

令和２年11月より定期配付・臨時配付を行っております。

　利用いただいた方からは、「どの食材も助かるものばかりで、
本当に助かりました。また、子どもも折り紙で作った作品をい
つも楽しみにしています。これからもがんばれそうです。本当
にありがとうございました。」などのお声をいただいています。

　また、家計に関することやお子さんの勉強・進学等の不安を
抱えている方が多く、進学費用に関する情報提供等をさせてい
ただきました。今後も、つながりづくりの輪を広げていきたい
と思います。
　事業の詳細については、社協ＨＰ又はお問い合わせください。

問合せ　地域福祉担当　048-762-1081

いっしょに
活動しませんか？

ボランティア
掲  示  板

寄付大募集！！

ココロ
つながる

　コロナ禍の中、ボランティア活動をしたくて
も出来ない方へ、おうちでも出来るボランティ
アをやってみませんか？
　詳しくは、社協ホームページをご覧ください。
　 http://www.kasukabeshishakyo.or.jp/

volunteer2.html
※いただいた物は、社協から施設等へ届けます

寄付・問合せ　地域福祉担当　048-762-1081

　社協では、各家庭への食材配付に際し、食品や物品などの
現物寄付、社員のボランティア参加プログラムなどの形でご
協力いただける法人、団体、個人の方を募集しています。
　皆さまのご協力をお待ちしております！

現在の寄付・寄贈状況（令和３年１月31日現在）
　◦ 食　品　426.66㎏
　◦日用品　590点

ご協力いただいた皆さま（敬称略・順不同）
　◦ 株式会社三和文具
　◦ 住友生命越谷支社春日部営業部
　◦ 坂木 恒次　◦原田 光政　◦越沼 清
　◦ 匿名（14件）

採れたての野菜を
臨時配付しました。

ボランティアの方が
作った折り紙作品

ボランティア活動保険の
更新を忘れずに！

　ボランティア活動をする方と受け入れる方、
互いが安心して活動を行うためにボランティア
活動保険へ加入しましょう。
　今年度加入されている方も令和3年3月31日
（水）に期間が満了となりますので、更新手続
きが必要となります。

必要なもの　印鑑、団体の場合は加入者名簿
補償期間　 令和3年4月1日～令和4 年 3 月 31日 

（4 月 1 日以降の手続きの場合は、加
入手続き完了翌日から3月31日まで）

保 険 料　 補償内容により異なります。詳しく 
はhttp://www.fukushihoken.
co.jp/をご覧ください。

問 合 せ　地域福祉担当　048-762-1081

おうちで出来る！
ボランティア活動

更にたくさんの寄付、
　　　ありがとうございます！
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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）
　予約制（前月１日〜）
　毎月第２・４金曜日の９：00〜12：00
● 弁護士相談
　予約制（当月１日〜）
　毎月第２・４金曜日の13：00〜16：00

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

♥皆さまからの温かい善意
（令和２年10月１日～令和３年１月31日）

ご寄付のお願い

●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
　加入者名：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。

〈皆さまからの寄付受付方法〉

　社協では、皆さまからの寄付で地域福祉を推進するため、
さまざまな事業を行なっています。
　皆さまからのご寄付をお待ちしております。

義援金を募集しています
　社協では、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：令和３年３月31日まで
② 平成30年７月豪雨災害義援金
　 　受付期間：令和３年６月30日まで
③ 令和元年台風第19号災害義援金
　 　受付期間：令和３年３月31日まで
④ 令和２年７月豪雨災害義援金
　 　受付期間：令和３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。

　　デイサービスで喜ばれている人気メニューのレシピをご紹介します。おすすめ
レシピ

　作り方
①  豚肉にＡをふり、さっともみ込む。

Ｂは混ぜ合わせる。
②  フライパンにサラダ油を中火で熱

し、れんこんを入れこんがりと色
づくまで2～3分焼き、さらに透き
通るまで炒める。豚肉を加え、肉
の色が変わるまで炒める

③  ②にＢを加えてさっと炒める。器
に盛り、好みで一味唐辛子少々
（分量外）をふる。

シャキシャキのれんこん！
味の決め手はめんつゆにお任せ！！ 安心安定のおいしさです。

　豚こまとれんこんの
にんにくみそめんつゆ炒め

1人前
306kcal

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
映画「一粒の麦」を観る会 20,000
庄和菊月同好会 3,070
刃物研 5,139
春日部市建築十日会 50,000
丘の上チャリティ茶会 10,000
ダイセーロジスティクス株式会社
春日部ＤＣ　春日部ＴＣ 50,000

華奈和電芸 50,000
渡邉恵之助 50,000
春日部豊野簡易郵便局 10,000
あしすとふれあい募金箱 5,345
匿名３件 32,920

物品寄贈（敬称略・順不同）

笠原 廣子 米 100㎏
西ハイツ自治会 非常食 3 種 150 食分
西町シルバーほがらか会 雑巾 1,100 枚
髙橋 晃 米 100㎏
岩井 民治 米 120㎏
春日部市ガールスカウト連絡会 雑巾 158 枚　布巾 40 枚
武里団地南地区自治会 アルファ米　5 ㎏×5 箱
永山 満子 生地 5 箱

井上 喜代子 ティッシュケースカバー10 個
雑巾 50 枚

匿名 8 件

ノート17冊メモ帳23冊折り紙1袋
鉛筆 3 ダース色鉛筆 4 箱
市内共通商品券 4,000円分
乾燥マッシュポテト 5 個
囲碁・将棋・麻雀各1セット
紙おむつ 37 袋

　材料（4人分）
豚肉こま切れ……400g
れんこん…………400g
→�皮をむいて2～3㎜幅の
半月切りにし、水にさっ
とさらし水けをきる
サラダ油……大さじ1

調味料Ａ
　酒………大さじ1
　片栗粉…小さじ2
　塩 ………… 少々

調味料Ｂ
　にんにく……すりおろし少々
　みそ…………………大さじ2
　酒……………………大さじ2
　めんつゆ（3倍濃縮）…大さじ1
　みりん………………大さじ1

※当面の間、電話相談になります。

寄付金は税金の控除の対象になります！
　◆個人の場合
　�　確定申告によって、所得税・住民税が還付される場
合があります。確定申告時に、「所得控除」か「税額控除」
のどちらかを選択できます。
　◆法人の場合
　�　「特定公益増進法人に対する寄付金」として、一定
の限度額までが損金算入の対象となります。

※詳しくは、所轄の税務署等へお問合せください。
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