
「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。

社会福祉法人
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●
●
●
●
●

主な内容
平成29年度共同募金運動報告
埼玉県社会福祉大会について
特集　福祉教育ってなあに？
お知らせ広場・ボランティア掲示板
寄付・寄贈報告

2
3
４・5
6・7
8

福祉教育ってなあに？特集
市内小中学校の授業の様子

高齢者疑似体験

盲導犬使用者による講演

車いすバスケットボール団体による講演

アイマスク体験

平成30年３月１日発行

社協は地域の
サポーター

38No.



ありがとう
　この度は寄付金により、食堂や作業室の椅子を購入させていただきました。20年前の開所時に購入
した椅子がかなり傷んだり破損していましたが、新品の椅子になって利用者の皆さんも美味しく食事
をしたり、心地よく作業に熱中しています。ご寄付をいただきました皆様には厚くお礼申し上げます。
 生活介護事業所ともにハウス

　IHIオゾン脱臭機：JS−7000を共同募金の助成で購入することができました。環境衛生改善で
特に臭いがなくなり、部屋の換気も良く利用者も風邪をひかなくなりました。皆様からの温かい
ご支援感謝申し上げます。 (特非)福祉作業所ひばり園

　初夏の６月には神奈川県箱根を散策し、８月には茨城県阿字ヶ浦海水浴場、11月には栃木県塩原・鬼
怒川へ散策に出かけました。精神障がい者の社会参加支援にご理解ご協力、又ご寄付をいただきました
皆様に心より感謝申し上げます。 (特非)藤の森福祉会

～平成29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～
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　昨年10月１日から赤い羽根共同募
金運動を実施しております。市民の皆
様をはじめとして、各種団体や法人な
ど多くの方のご支援とご協力をいただ
き、厚く御礼申し上げますとともに、
募金実績についてご報告いたします。
皆さまの温かい心が込められた募金は、地域のお年寄りや体
の不自由な方、子供たちなどのために役立てられます。

平成29年度
共同募金運動報告

（平成30年１月31日現在）

募金種別 赤い羽根募金 歳末たすけあい
募金

戸 別 募 金 16,955,181 5,140,080 

街 頭 募 金 323,603 0 

学 校 募 金 483,196 9,217 

職域（カード）募金 686,854 0 

大 口 個 人 募 金 76,194 20,000 

法 人 募 金 1,407,708 65,113 

計 19,932,736 5,234,410 

共同募金運動 実績 （単位：円）

(公社)埼玉県弘済会埼葛支部／ (公財)日本公衆電話会埼玉東分会　
春日部市ボランティア活動推進連絡会／春日部市青少年育成推進員

協議会／ガールスカウト埼玉県第26団／ガールスカウト埼玉県第16団／春日部市ふれあい
大学校友会／ボーイスカウト春日部第９団ビーバー隊／ (特非)福祉作業所ひばり園／豊春中
学校　イオン春日部店／あおぞら／めだかの学校／ (特非)藤の森福祉会／ともに福祉会

★街頭募金

春日部市職員厚生会／春日部市うづき会／各地区自治会・町
会／各民生委員・児童委員　

日科ミクロン(株)福祉のニッカ／ (株)興文館／泉工医科工業(株)／ (株)アマチャ／甲府水道土木(株)／東亜道路工業(株)東埼
玉営業所／ (株)graingrain／わかば商事(株)／ (有)あすま商事／ (有)林商会／ (有)めん房朝日屋／ (有)本澤運送／上原商事
(有)／ (有)トイダ石油／八十八堂／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)福祉作業所
ひばり園／ (特非)藤の森福祉会／ (特非)MCKコミュニティ／ (一社)春日部市薬剤師会／ (福)庄和和合会 特別養護老人ホーム
庄和和合／ (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／特別養護老人ホーム豊潤館／こだま／グループ
ホームなないろ／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／埼玉りそな銀行武
里支店／埼玉りそな銀行春日部プレミアムオフィス／埼玉りそな銀行春日部西口住宅ローンご相談プラザ／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／武蔵野銀行武里支店／埼玉縣信用金庫春日部西口支店／埼玉縣信用金庫
春日部支店／埼玉縣信用金庫豊春支店／川口信用金庫春日部支店／川口信用金庫一ノ割支店／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／埼玉県東部
教育事務所／埼玉県庄和浄水場／春日部小売酒販組合／春日部南ロータリークラブ／春日部イブニングロータリークラブ／春
日部市佛教会／春日部市くらしの会／春日部税務署／春日部警察署／三愛保育園／一の割自然保育園／小島保育園／春日部特
別支援学校／小川久美子／内山晴美／江森米藏／将棋愛好会／田中祐子／小松俊克／奥村美枝子／上原十九三／岩瀬二三子

★職域募金・大口個人募金・法人募金

募金協力者・団体（敬称略・順不同）

（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

桃園幼稚園／真由美幼稚園／春日部幼稚園／藤塚幼稚園／牛島幼稚園／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／春日部成就院幼稚園／すずらん幼稚園／あおぞら保育園　うら

ら保育園／小渕保育園／春日部保育園／一の割自然保育園／信愛保育園／第７保育所／森のひろばチャイルドケアセンター／
緑の森保育園／認定こども園ふたば／武里小学校／内牧小学校／立野小学校／宝珠花小学校／牛島小学校／南桜井小学校／豊
野小学校／緑小学校／上沖小学校／桜川小学校／幸松小学校／藤塚小学校／豊春小学校／武里西小学校／宮川小学校／富多小
学校／八木崎小学校／備後小学校／春日部中学校／豊野中学校／緑中学校／豊春中学校／谷原中学校／武里中学校／春日部共
栄中学校／春日部女子高等学校／春日部高等学校／春日部東高等学校／春日部特別支援学校

★学校募金
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　平成29年11月10日（金）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様が表彰
されました。心からお祝い申し上げます。(敬称略・順不同)

子育てサロンぽっぽはうす豊町クラブ
傾聴ボランティアピアサポートかすかべ

県社会福祉大会会長表彰
江良　生治　山口　　潤
金重　一夫　　　　　　

県共同募金会会長表彰
橋本　和久

県共同募金会知事表彰

バリアフリーバリアフリー

　地域をより住みやすいものにしようと活動をする人のことを、ここでは“担い手”
と呼んでいます。講座では、春日部市の現状や地域活動の紹介、支え合いについ
て考えるグループワークを行ないます。これから地域で何か活動をしてみたいと
いう方、この講座をきっかけに新たな活動を始めてみませんか？

日時：４月12日（木）、13日（金）14：00 ～16：30
会場：サービス付き高齢者向け住宅  グラース春日部　
住所：春日部市豊町3−5−7

第７回支え合い担い手養成講座

ご出席された皆様

　平成30年１月21日（日）豊野地区公民館において、「豊野地区住民懇談会」を開催しました。この懇
談会は、地域にある課題や強みを地域のみんなで把握し、共有化することで、地域の支え合い活動をよ
り充実させていくことを目的として開催しています。
　「ゴミ出しや電球の取り替えが大変」や「バスやタクシー
がないと買い物に行けない」「地域で生活支援のグループ
を作る」など、各グループから多くの意見が出され、とて
も活気ある話し合いが行われました。
　４月以降も各地域で開催をしていきますので、お近くで
開催する際には是非ご参加ください！

豊野地区住民懇談会を開催しました！

●埼玉県社会福祉大会

　平成29年11月22日（水）東京都のメルパルクホールにて全国社会福祉大会が開催されました。
　全国社会福祉大会では、毎年、厚生労働省、全国社会福祉協議会、中央共同募金会の３団体より、多年に
わたり社会福祉及びボランティアの各分野の発展に功労のあった方々に対し、厚生労働大臣表彰を行ってい
ます。今年度は市社協推薦により以下の方が表彰されました。心からお祝い申し上げます。(敬称略)

白倉　保子厚生労働大臣表彰

●全国社会福祉大会

支え合い活動
（生活支援体制整備事業）



　私たちの住む地域には、子どもやお年寄り、障がいのある人、外国人、妊婦、子育て中の人など、さまざまな人が暮らしています。福祉教育とは、こう
したさまざまな人々が共に地域で幸福に暮らしていくためにはどうしたらよいかということを、福祉・ボランティア体験や交流などを通じて学んでいく取
組、また、地域福祉に関心を促し、地域活動への参加を通して人間形成を図っていく取組となります。
　社協では、「地域共生社会（子ども、高齢者、障がい者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高めあう事ができる社会）」を実現 
するため、福祉教育を推進していきます。
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福祉教育ってなあに？

　福祉に対する理解を深め市民交流の輪を広げることを
目的として、毎年「市民福祉まつり・ふれあい広場」を
開催しています。今年度の試みとして、ユニバーサルデ
ザイン絵画を募集・展示しました。多くの方に使いやす
い物を考えよう…というユニバーサルデザインの思想に
は『心の優しさ　思いやり』があります。思いやりの心
を持って、共に生きていく福祉のこころを育成していく
ことに通じるため、企画しました。
　次年度も企画した際には、ぜひご参加ください！
作品は、総合福祉センターあしすと１階、展示スペースに掲示されていますのでご覧ください。

「地域デビュー体験会」や
「ボランティアフェスティバル」で、

福祉体験を行ないました。

ユニバーサルデザイン 絵画展

イオンモール春日部

「集まれ！
ボランティア広場」や
「バリアフリー教室」で、
福祉体験を行ないました。

ふ く しだんの らしを

ララガーデン春日部

地域（市内商業施設等）でも行なっています

あわせに！



　私たちの住む地域には、子どもやお年寄り、障がいのある人、外国人、妊婦、子育て中の人など、さまざまな人が暮らしています。福祉教育とは、こう
したさまざまな人々が共に地域で幸福に暮らしていくためにはどうしたらよいかということを、福祉・ボランティア体験や交流などを通じて学んでいく取
組、また、地域福祉に関心を促し、地域活動への参加を通して人間形成を図っていく取組となります。
　社協では、「地域共生社会（子ども、高齢者、障がい者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高めあう事ができる社会）」を実現 
するため、福祉教育を推進していきます。
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福祉教育ってなあに？

その他、盲導犬使用者、視覚障がい者、身体障がい者の講演や車いすバスケットボール団体による講演なども行なっています！

　ミニ講演、簡単な挨拶指導、クイズなどを通し
て手話や聴覚障害について学びます。耳が不自由
な人が使う福祉機器は実際に触って体験をします。

手話体験
　実際の点字物に触れたり、その仕組
みや役割を学ぶことで、伝える手段の
一つとしての点字の理解を深めます。

点字体験

　車いすを使って乗る体験、押す体験を
します。小さな段差など普段の生活では
気づけない障害物に気づきます。

車いす体験
　視覚以外の五感や過去に体験した記憶などの
情報をもとに、折り紙を触ったり、教室内を歩
いたりすることで、視覚障害について学びます。

アイマスク体験

　２人１組となり、高齢者、介助者両方
の体験をする中で、高齢者について学び、
自分に何ができるのかを考えます。

高齢者疑似体験

市内小中学校の授業で行なわれています

特集



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/

←
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ボランティア掲示板
いっしょに

活動しませんか？

業務内容　介護業務全般・事務
資　　格　介護福祉士　　　
勤務日・時間　月曜日～金曜日　８:15 ～ 17:00休憩1h
休　　日　 土日祝日、年末年始　年次有給休暇・夏季休暇あり
勤 務 地　 あしすと春日部デイサービスセンター
給与・待遇　月給15万5,200円～５年目まで昇給あり
　　　　　 　 賞与年２回・退職金（勤続年数１年以上）・社会保険完備・

各種手当（処遇改善手当含む）
 ◎�明るく、笑いの絶えない職場です。資格を活かして一緒に楽しく働
きませんか？
問合せ　 あしすと春日部デイサービスセンター

業務内容　介護業務全般
資　　格　 介護職員初任者研修修了者・介護福祉士
勤務日・時間　 週２～３日　曜日・時間応相談
休　　日　土日祝日、年末年始
勤 務 地　 あしすと春日部デイサービスセンター
給　　与　 時給1,000円(処遇改善手当含む)＋各種手当
◎�高齢者の方が楽しく・笑顔で過ごしていただく為に、入浴・食事・
楽しい年間行事を一緒に盛り上げてくださる方を募集しています。
問合せ　 あしすと春日部デイサービスセンター　　

業務内容　市内小学校の放課後における保育業務
勤 務 地　市内小学校内各放課後児童クラブ
１　嘱託職員
　資　格　満60歳未満の者及び次の条件を満たすもの
　⑴有資格者（①と②③いずれかの条件を満たす者）
　⑵無資格者（①のみ）
　　①学校教育法による大学・短大・高等学校を卒業した者
　　② 保育資格・幼稚園・小学校・中学校・高等学校教員資格を有す

る者
　　③２年以上児童福祉事業に従事した者
　給　与　○有資格者151,200円～
　　　　　○無資格者149,200円～
　　　　　○賞与年2回・退職金（勤続年数1年以上）・社会保険完備
２　臨時職員
　資　格　67歳未満の者
　給　与　時給880円
※ 勤務条件等は受験案内参照（社協窓口またはホームページよりダウ

ンロード可）
◎�子どもの笑顔に囲まれながら、一人ひとりの成長を感じられるやり
がいのある仕事です。
問合せ　地域福祉担当

業務内容　身体介護・生活援助等
資　　格　介護職員初任者研修修了者・介護福祉士
勤務日・時間　月曜日～土曜日
　　　　　　　８：00 ～ 19：00
活 動 日　時間については応相談
給　　与　時給1,160円～ 1,560円（処遇改善手当含む）＋各種手当
◎�在宅で生活する高齢者・障がい者の皆様が、調理・買物・入浴など
の支援を通じて安心して毎日を過ごせるよう支援するお仕事です。
◎�毎月研修会を開いておりますので、資格を取得してから間が空いた
方でも安心して働いていただけます。

（研修内容：調理実習、介護技術、外部講師等）
問合せ　在宅支援訪問介護担当

デイサービス嘱託職員

デイサービス臨時職員(パート)

放課後児童クラブ嘱託職員・臨時職員

登録ヘルパー募集

職員募集

日時： ３月26日（月）
　　　14：00～ 16：00
場所：ララガーデン春日部
内容： ボランティア団体の紹介や活動体

験を行ないます♪
　　　 好きなこと・興味のあることから

地域デビューの１歩を踏み出して
みませんか？

地域デビュー体験会

日時： ４月７日（土）
　　　11：00～ 16：00
場所：イオンモール春日部
内容： 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

詳しい内容はこちらから
ご覧いただけます



お知らせ広場
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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

　社協では、住民がお互いに支
え合う地域づくりのため、ボラ
ンティア（個人・団体）の登録
制度を設けています。
○何か手伝えることがあれば…
○行事の手伝いぐらいなら…
○ 趣味や特技を活かして活動し

たいな…
○ 新しいメンバーを増やしたいな…
など、現在ボランティア活動を
行なっている方やこれからボラ
ンティア活動をしてみたい方な
ど、是非ボランティア登録をお
願いします。ご希望の方には、
最新のボランティア情報をメー
ルで配信しています。
※ ボランティア情報については、

社協ホームページでもご覧い
ただけます。
問合せ　地域福祉担当

　ボランティア活動をする方、
受け入れる方、互いが安心して
活動を行うため、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平成
30年３月31日（土）に期間が
満了となりますので、更新手続
きをお願い致します。
必�要なもの　印鑑、団体の場合

は加入者名簿
補�償期間  平成30年４月１日～

平成31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

福祉サービス利用援助事業（あんしん
サポートねっと）生活支援員養成研修

ボランティア登録し
てみませんか？

ボランティア活動保険
の更新を忘れずに！

ボランティアボランティア講　座

　福祉サービス利用援助事業…判断能力に不
安のある高齢者や知的・精神障がい者等を対
象に、福祉サービスの利用援助や日常的な金
銭管理などの援助を行うことにより、地域で
自立した生活を送ることを支援します。
生活 支援員…利用者の自宅に定期訪問して郵

便物の確認や見守り、預貯金の出し入れ
や福祉サービス利用料の支払いなどを支
援していただきます。

日　時　 平成30年４月23日㈪午前９時から午
後３時30分

会　場　あしすと春日部
対象者　 研修終了後、生活支援員として活動

できる市内在住の方
定　員　15人（選考）
申込み　 平成30年４月13日（金）までに、社協

窓口へ。郵送可
※ 受講案内・申込書は社協窓口で配布、又は

ホームページでダウンロード可
問合せ　地域福祉担当

　社協では、NPO法人日本入れ歯リサ
イクル協会に協力して不要入れ歯を回
収しています。 回収した不要入れ歯に
含まれる金属がリサイクルされ、その
収益金が社会福祉協議会の地域福祉事
業のほか、財団法人日本ユニセフ協会
を通じて世界の恵まれない子ども達の
支援のために役立てられます。
回収ボックス設置場所
●春日部市役所本庁舎　●庄和総合支
所　●武里出張所　●総合福祉セン
ター「あしすと春日部」
寄付の方法
① 汚れを落して熱湯か除菌タイプの入

れ歯洗浄剤で消毒
② 新聞紙や封筒など厚手の紙で包む
③ 回収ボックスに備え付けてある用紙

とビニール袋を使用し、住所・氏名
を記入のうえ投入

※ 郵送の場合は、消毒後、厚手の紙な
どで包み、封筒に入れて直接社会福
祉協議会あて郵送してください
問合せ　総務担当

　ファミリー・サポート・センターは地
域で子育てを応援したい方（提供会員）
と応援してほしい方（依頼会員）がお互
いを信頼し地域で助け合う会員組織で
す。
　子育て中は少しでも誰かに手助けして
もらうことで気持ちが楽になります。
地域のみなさんの力を貸してください！
※ 活動する前には説明会兼研修会を受講

していただきます。
日時・内容
<１日目>
 平成30年４月24日（火）
午後１時～午後３時30分

「子どもの健康と安全について」
<２日目>
 平成30年４月25日（水）
午後１時～午後３時30分

「保育の心構えと子どもの接し方」
会　場　あしすと春日部３Ｆ研修室
申込・問合せ
ファミリー・サポート・センター

（755―2324）

かすかべ家事サービス事業
協力会員・利用会員募集

不要入れ歯リサイクルに
ご協力をお願いします

春日部市ファミリー・サポー
ト・センター基本研修

その他たすけあいたすけあい

　住民相互の助け合いにより
日々の生活の支援を行うこと
で、互いに支え合いながら、
誰もが安心して住みやすい地
域社会をつくることを目的と
する事業です。
支援内容　 洗濯、掃除、買い物、

炊 事、 通 院 介 助、
院内介助など

支援日　 月曜日～金曜日  ※土
日祝日、年末年始を
除く

時　間　 午前８時30分～午後
５時（１回あたり概
ね２時間まで）

料　金　１時間あたり700円
　　　　 （ 通 院・ 院 内 介 助 は

1,000円）協力会員は
その他社協からの助
成金100円

登録年会費　300円
問合せ　地域福祉担当



●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。

♥皆様からの温かい善意
（平成29年10月1日～平成30年1月31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 
埼玉土建春日部支部 23,000 
春日部市建築十日会 50,000 
春日部市食生活改善推進員協議会武里地区 3,617 
春日部市文化連合会庄和 61,850 
竪川智子 2,250 
いきがい大学春日部学園13期ボランティア部 5,000 
庄和地区明るい社会づくりの会 10,000 
映画「母」を観る会 20,000 
フレンドリーＴＢＧ 6,472 
島田　利雄 30,000 
丘の上チャリティ茶会 50,000 
ほのぼの会 5,942 
谷原ローンズ 15,570 
春日部市食生活改善推進員協議会幸松地区 2,000 
スター・ガザール 5,000 
世界王者内山高志春日部後援会 39,426 
オオタ美芸 20,000 
酒井　紀久子 300,000 
斉藤　米子 2,653 
豊野中学校PTA 10,000 
春日部市食生活改善推進員協議会豊野地区 3,000 
草加友の会 4,000 
埼玉みずほ農業協同組合共済友の会 10,000 
ふれあい募金箱 5,117 
匿名（2件） 5,900 

物品寄贈（敬称略・順不同）

公益社団法人生命保険ファイナンシャル
アドバイザー協会埼玉県協会 車いす１台

春日部市ガールスカウト連絡会 雑巾151枚・ふきん40枚
福田八重子 紙おむつ１箱
辻野　喜雄 紙おむつ３箱
匿名（1件） タオル25枚

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29年7月5日からの大雨災害義援金(福岡県、大分県)
　受付期間：平成30年3月30日まで
③台風18号大分県災害義援金
　受付期間：平成30年3月30日まで
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。

社会福祉法人
春日部市社会福祉協議会

TEL 048−762−1081
FAX 048−752−3716

〒344−0067編 集
発 行

春日部市社会福祉協議会事務局
中央2-24-1あしすと春日部内
TEL 762-1081　FAX 752-3716
庄和支所
米崎389-3
TEL 745-1030　FAX 745-0761
春日部市第１地域包括支援センター
中央2-24-1あしすと春日部内
TEL 754-3775　FAX 762-1083
ファミリー・サポート・センター
中央2-24-1あしすと春日部内
TEL・FAX 755-2324
あしすと身体障害者地域活動支援センター
中央2-24-1あしすと春日部内
TEL 762-1081　FAX 752-3716
あしすと春日部デイサービスセンター
中央2-24-1あしすと春日部内
TEL 762-1081　FAX 752-3716
ゆっく武里デイサービスセンター
大枝89-7-4
TEL 733-5551　FAX 734-3050
ふじ支援センター
牛島1289
TEL・FAX 761-8776
ゆりのき支援センター
谷原新田2229-1
TEL・FAX 738-1171
リサイクルショップ
樋堀369-1
TEL・FAX 752-7467
ひまわり園
大衾496-455
TEL 718-2011　FAX 718-2012
あおぞら
米崎389-3
TEL 745-1143　FAX 745-0761
春日部市障害者就労支援センター
樋堀369-1リサイクルショップ内
TEL・FAX 752-7483
手話通訳派遣
中央2-24-1あしすと春日部内
TEL 762-1081　FAX 752-9104

ボランティアセンター　
春日部ボランティアセンター
中央2-24-1あしすと春日部内
TEL 762-1081　FAX 752-3716
牛島ボランティアセンター
牛島1510-13
TEL・FAX 763-8957
武里地区ボランティアセンター
大枝89-7-4ゆっく武里内
TEL・FAX 733-3380
浜川戸ボランティアセンター
浜川戸2-9-1西部第3土地区画整理記念館内
TEL・FAX 763-3335

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  午前９時〜正午
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  午後１時〜４時

春日部市社会福祉協議会
各事務所のご案内� 市外局番（048）

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）

　前号、「あしすとNo.37」の社協会員報告（P2）において、
掲載が間に合わなかった会員をご報告申し上げます。

ご協力ありがとうございます。
平成29年度��特別会員��●２口  （株）花勝葬祭
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