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平成30年度予算・平成29年度決算についてのお知らせ

「社協会員」募集のお知らせ
平成30年度「市民福祉まつり・第33回ふれあい広場」
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できることから、ボランティア！！特集

ボランティア活動の様子

平成30年７月１日発行

社協は地域の
サポーター

39No.

「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。



社会福祉事業会計・公益事業会計・収益事業会計の予算総額は 964,887千円です。

平成30年度　予 算

社会福祉協議会の予算・決算について
　お知らせします

社会福祉事業
法人運営事業
在宅福祉事業
支部社協活動推進事業
ボランティアセンター事業
ボランティア活動普及事業
家事サービス事業
生活福祉資金貸付事業
福祉サービス利用援助事業
共同募金配分金事業
心配ごと相談事業
敬老会事業
ふれあい広場事業
小口福祉資金貸付事業
放課後児童クラブ管理運営事業
有償ホームヘルプサービス事業
生活支援体制整備事業

120,623,460 
（12.5%）

548,358,508
（56.7%）

121,194,785 
（12.5%）

134,660,869 
（13.9%）

41,338,637 
（4.3%） 499,520（0.1%）

会費　24,503,920（2.6%）

寄附金　2,269,329（0.2%）

補助金
79,322,100（8.4%）

共同募金配分金　15,379,000（1.6%）

受託金
422,429,355 

（44.5%）介護保険
155,005,181 

（16.3%）

就労支援　7,436,514（0.8%）

事業
36,174,316（3.8%）

障害福祉サービス
170,930,719

（18.0%）

その他　36,171,287（3.8%） 

単位：円

単位：円

収益事業
自動販売機設置経営事業

就労支援サービス事業
ふじ支援センター ／ ゆりのき支援センター
ひまわり園　　　 ／ あおぞら
リサイクルショップ

介護保険事業
訪問介護事業
あしすとデイサービスセンター事業
ゆっく武里デイサービスセンター事業

公益事業
ファミリー･サポート･センター事業
社会福祉センター運営事業
手話通訳派遣事業
障害者就労支援センター事業
居宅介護支援事業
地域包括支援センター事業

障害福祉サービス事業
居宅介護事業
地域活動支援センター事業

平成29年度　決 算

支出　966,675,779円

収入　949,621,721円
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皆さまからいただいた
会費は、地域の中で役立てられています

今年もあたたかいご協力ありがとうございます
平成30年度「社協会員」のお知らせ

支部社協活動の推進
　地域ごとの課題や特性に応じて、きめ細やかな福祉の推進を図るため、
春日部市内８地区（粕壁、内牧、幸松、豊野、武里、豊春、武里団地、
庄和）の支部社協の活動を支えます。
●活動内容
　見守り・声かけ活動、ふれあい会食会
その他地域の実情に応じた事業

在宅福祉の支援
　歩行が困難な方に車いす及び車い
すに乗せたまま移動できるスロープ
付自動車を貸出すことにより、社会
参加を支援します。また、紙おむつ
を配付し在宅介護を支援します。

地域での支え合い
　地域住民の支え合い、助け合
い活動の一環として、家事サー
ビス事業を実施します。

心配ごと相談所の開設
　日常生活から発生する悩み事など心の問
題や法律の問題を臨床心理士・弁護士が相
談員となり、問題解決に向けて支援します。

広 報 活 動
　社協だよりの発行、
ホームページ、リーフ
レットを作成し、事業の
案内や地域の福祉情報
などを発信しています。

　社会福祉協議会は、地域で支えあう福祉
のまちづくりを目指し、多くの事業を実施
しております。皆さまからの会費が貴重な
財源となっておりますので、皆さまのご協
力をお願い致します。

●開催日……平成30年11月３日（土）�
　　　　　　午前９時30分～午後３時
●会　場……�総合体育館ウイング・ハット春日部�

（配置場所は社協一任）
●対象者……市内福祉団体
●費　用……２，０００円
●申込み……�７月27日（金）までに指定の�

申込み用紙にて申請。 詳しくは地域福祉担当 048-762-1081 へお問合せください。

平成30年度
「市民福祉まつり・
第33回ふれあい広場」

参加団体
募集！！

福祉教育の推進
　市内小中学校の授業や地域の商
業施設で福祉教育を推進します。
また、ふれあい広場を開催し、福
祉に対する理解を深め、市民交流
の輪を広げ、思いやりのある心を
育てます。

ボランティア活動の推進
　市内４ヶ所（中央・浜川戸・牛島・武里）
にボランティアセンターを設置し、ボラン
ティア相談、講座等啓発活動を行います。

一般会員 ……１口      500円
自治会を通してご協力いただいております。

賛助会員 ……１口   3,000円
特別会員 ……１口 10,000円

ふれあい会食会来場者数 6,313人
いきいきサロン数 94か所

車いす利用件数 244件
福祉車両利用件数 170件

ボランティア相談件数 287件

支援件数 2,006件 相談件数 149件

福祉教育体験者延べ 7,173名

「市民福祉まつり・ふれあい広場」は、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実施しています。

人数、件数等は、平成29年度のものです。

「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
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できることから、
彩の国ボランティア
体験プログラムが始まりました。

プログラムメニュー（一部）

毎年７月～ 12月、
夏休み期間を強化月間とし
「彩の国ボランティア体験プログラム」
を開催しています。

団体名
（イベント名） 住　所 日　時 内　容 参加出来る方 申込み

締切日

高
齢
者
の
方
と
の
ふ
れ
あ
い

特別養護
老人ホーム
しょうぶ苑

米崎389
10:00 〜 12:00

（上記時間帯以
外は要相談）

利用者の方との
交流、手伝い 中学生以上 活動日の

前日

庄和
ケアセンター
そよ風

金崎675-2 9:00 〜 16:00 利用者の方との
交流、手伝い

小学4年生以上
（1日4名）

活動日の
3日前

ほのぼの会 幸松第二公民館
（小渕73-1）

①7月25日（水）
②8月23日（木）
10：50集合

個人宅へお弁当
の配達

中学生以上
（1日1名）

①7月18日
②8月16日

障
が
い
児
・
者
の
方
と
の
ふ
れ
あ
い

レインボー
南桜井 米島818-30

土・日・祝日
10:00 〜 12:00
13:00 〜 15:00

利用者の方と一
緒に散歩・買物・
娯楽

高校生以上
（1日2名）

活動日の
3日前

にじいろ
クラス

「フラット」
緑町1-10-4

要相談
（毎週日曜サッ
カークラス開催
中）

発達障がい児向
けのスポーツ託
児所

大学生以上 活動日の
１週間前

児童発達支援
センター
まる

大場928-10
１階

平日のみ
8月13日 〜 15
日（除く）

利 用 児 と の 交
流、各種お手伝
い

高校生以上で、
看護師もしく
は保育士を目
指している方

活動日の
前の週の
火曜日

児
童
と
の
ふ
れ
あ
い

孝楽園企業内
保育所 赤沼295 平日のみ

9:00 〜 12:00

体操、散歩、園
児との交流（夏
休 み は プ ー ル
有）

小学4年生以上
（1日2名）

活動日の
７日前

地域子育て
支援拠点施設
ぽっけの
おうち

栄町2-135 毎週火・水・金
9:30 〜 15:00

来所された乳幼
児と保護者のサ
ポート

小学4年生以上
で、 子 育 て を
応援したい方

（1日2名）

活動日の
3日前

社会福祉協議会窓口（問合せ：048-762-1081）または各ボランティアセンター（浜川戸・牛島・
武里）までお越しください！
メニューの詳細は、春日部市社会福祉協議会ホームページへ（www.kasukabeshishakyo.or.jp）

「彩の国ボランティア体験プログラム」
参加者へ、春日部市社協オリジナル
缶バッチを プレゼント！

特集

申
込
み
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ボランティア！！
ボランティアとは…？

社協では、ボランティア啓発活動を行なっています。

　ボランティアとは、見返りを求めずに社会貢献する活動です。
　大切なことは人に言われて活動するのではなく、自分が何かをしたいと思う心です。ただ自己
満足で活動するのではなく、社会や相手に必要とされている活動を心がけましょう。

　皆さまがボランティアを始めるきっかけを作れるよう、様々な啓発活動を行なっています。今
後も定期的に開催する予定となっておりますので、ぜひご参加ください。

地域デビュー体験会
平成30年３月26日
（ララガーデン春日部）

ボランティア広場
平成30年４月７日
（イオンモール春日部）

ボランティアフェスティバル
（共催：春日部市ボランティア活動
推進連絡会）　平成29年10月15日

（ララガーデン春日部）

ボランティア入門講座を
開催しました。
　傾聴講座と、
ボランティア活
動・地域活動に
ついて講義を行
ないました。

平成30年５月25日

ボランティア交流会

今年も開催します！
　詳細は決まり次第、社協
HP等でご連絡いたします。

平成29年12月17日

災害ボランティア登録者養成講座を
開催しました。
　前半は講義、後
半 は 災 害 ボ ラ ン
ティアセンター運
営訓練を行ないま
した。

平成30年２月24日

車いす・アイマスク指導者養成講座を開催します！
　小中学校の授業で子どもたちに車イスや
アイマスクの指導をするための指導者養成
講座を開催します。
日時：平成30年７月18日（水）
　　　10時～ 15時
場所：あしすと春日部
対象：７名（申込順）
申込： ７月11日（水）までに電話・窓口にて

受付  地域福祉担当 048-762-1081
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お知らせ広場

　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。
　地域のみなさま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８月２日（木）
　　　　　　13：00～ 15：30
　　「保育の心構えと子どもの接し方」
<２日目>　平成30年８月３日（金）
　　　　　　13：00～ 15：00
　　「子どもの健康と安全について」
会場　つながるサロン（牛島1356-2）
申込・問合せ
　ファミリー・サポート・センター担当
　048-755-2324

春日部市ファミリー・
サポート・センター基本研修

たすけあい

かすかべ家事サービス事業
協力会員・利用会員募集

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　�原則８：30～ 17：00
　　　（１回あたり概ね２時間まで）
料金　30分まで400円、
　　　１時間あたり700円
　　　（通院・院内介助は1,000円）
登録年会費　300円
問合せ　地域福祉担当
　　　　048-762-1081

　春日部市心身障害者通所支援施設
では利用者を募集しております。各施
設では社会性の向上を目的とした活
動の他、市内のイベントなどに積極的
に参加し、販売活動などを行い地域と
のつながりを大切にしています。
　ぜひ一度ご見学にいらしてくださ
い。
募集施設　ふじ支援センター
　　　　　ゆりのき支援センター
　　　　　リサイクルショップ
　　　　　ひまわり園
問合せ　�春日部市役所障がい者支援課�
　　　　　048-736-1111
　　　　�庄和総合支所福祉・健康保険担当
　　　　　048-746-1111
　　　　�春日部市社会福祉協議会
　　　　　障がい者施設担当
　　　　　048-745-1143

春日部市心身障害者
通所支援施設

利用者募集

　「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。
　各地区で開催していきますのでお気軽
にご参加ください！
日時　①平成30年7月15日（日）
　　　②平成30年7月22日（日）
　　　両日とも13：00～ 16：00
会場　①武里東公民館
　　　②武里地区公民館
定員　両日とも60名（要事前申込）
対象　�以下の地区に在住・在学・在勤の方
　　　①武里東地区（武里駅東側）
　　　②武里西地区（武里駅西側）
申込・問合せ　地域福祉担当
　　　　　　　048-762-1081

武里しゃべる場（住民懇談会）

ひとり親家庭バス旅行
イベント

イベント

　皆さんからご協力いただきました赤い
羽根共同募金をもとに、親子・家庭間の
交流を深めるバス旅行を実施します。
日時　８月18日（土）
　　　８：30～ 17：30
場所　�サンシャイン水族館、大和サンプ

ル製作所（食品サンプル製作体験）
対象　�ひとり親家庭（原則として小学校６年生

までの子供とその保護者、代理参加不可）
定員　40人��※応募者多数の場合は抽選
費用　大人2,000円　子供1,000円
申込・ 問合せ　７月23日（月）までに往復

はがきにて参加希望者全員の氏名、
年齢、住所、電話番号を記入の上、
地域福祉担当まで※消印有効

　　　048-762-1081
旅行企画実施
　　　観光庁長官登録第1212号
　　　㈱セラントラベル
　　　�東京都港区元赤坂2-2-23（明治記

念館内）

　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
勤めています。
　興味のある方は是非、１度見学
にいらしてください。随時受付
中です。
問合せ　�「あしすと春日部デイ

サービスセンター」
　　　　048-762-1081
　　　　�春日部市中央・八木崎

駅より徒歩７～８分

　　　　�「ゆっく武里デイサービ
スセンター」

　　　　048-733-5551
　　　　�春日部市大枝・武里団

地内武里出張所となり

あしすと春日部
ゆっく武里
デイサービスセンター

利用者募集

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

6



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/

←

　「地域回想法」を通じて身近な地域で映
像を楽しみながら社会福祉に貢献していま
す。映画上映会も行っています。お気軽に
ご連絡ください。
問合せ：熊谷謙一（TEL090-8114-3063）

　この度、環境ネットワークに加盟して、
使わなくなったおもちゃ、壊れたおもちゃ
の回収もして、無駄のない生活に協力致し
ます。
　只今、女医さんと受付担当募集中。
　おもちゃ・こども・縫物等に興味のある
方、一緒にお手伝いして頂けないですか。
　活動場所、日時など詳細はご相談に応じ
ます。
　詳細はHPへhttps://kasukabetoy.jimdo.
com/
問合せ：大滝敞（TEL080-3463-4725）

春日部市回想法ボランティア
ふれあい幸齢倶楽部

春日部おもちゃの病院

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　市内小学校の放課後における保育業務
１ 指導員（Ⅰ種職員）
対 象 者　満60歳未満の者及び次の条件を満たすもの
　（1）有資格者（①と②③のいずれかの条件を満たす者）
　（2）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～
２ 指導員（Ⅱ種職員）
対 象 者　67歳未満の者
時　　給　910円
勤 務 地　市内小学校内各放課後児童クラブ
◎ 勤務条件等は受験案内参照（社協窓口、ホームページよりダウンロード可）
問 合 せ　地域福祉放課後児童クラブ担当�048-762-1081

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　曜日・時間応相談
休　　日　土日祝日、年末年始
勤 務 地　あしすと春日部又はゆっく武里デイサービスセンター
給　　与　時給1,030円(処遇改善手当含む)＋各種手当
問 合 せ　在宅支援担当�048-762-1081

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1,190円～ 1,590円（処遇改善手当含む）＋各種手当
◎ 資格を取得してから間が空いてしまった方でも、安心して働いてい

ただける環境です。
（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�048-762-1081

放課後児童クラブ指導員（専任職員Ⅰ種・Ⅱ種）

職員募集

「昭和の春日部」写真展

映画「東京物語」上映会

登録ヘルパー（専任職員Ⅱ種）

デイサービス介護職員（専任職員Ⅱ種）
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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  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

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2月1日～平成30年5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 
米島第一区 1,800 
㈱ベルク 81,108 
春日部ゆきわり草愛好会　 5,000 
手話ダンス ちゅらさん 20,000 
大畑清治 4,454 
武里団地お茶飲み会 3,132 
加藤弘（2件） 20,000 
オシモトミルクセンター 30,000 
春日部おもちゃの図書館「うさぎとかめ」 5,000 
匿名（７件） 338,531 

物品寄贈（敬称略・順不同）

辻野喜雄 紙おむつ27袋
西町シルバーほがらか会 雑巾97枚

田中惠昭 紙おむつ・尿取りパット・
ケアシーツ各１パック

㈲シミズプラニング 車椅子３台
朝日生命保険相互会社
職員労働組合 越谷支部 タオル97本

春田好子 紙おむつ13袋、
介護消耗品

訪問介護ステーション　こんぱす 紙おむつ13袋・
尿取りパット１袋

明治神宮崇敬会春日部支部 洗剤20箱
匿名（3件） 未使用切手4,124円分

未使用切手5,700円分
おしゃべり猫のぬいぐるみ

●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。

●募 集 職 種 …… 正職員（技能職　介護福祉士）
●採用予定人数 …… 若干名
●主な職務内容 …… 介護保険サービスや障がい者福祉サービスに関係する業務

受験資格　 介護福祉士の資格を有する人、または平成30年度中に資格取得見込みの人で、昭和54年４月
2日以降に生まれた人

試 験 日　８/26（日）　あしすと春日部にて
申 込 み　７/ ２（月）～ ８/ ３（金）に同協議会（TEL048-762-1081）へ

初 任 給　基本給169,000円～（地域手当含）―大学新卒の場合―
　　　　　※卒業後一定の経歴がある場合は、所定の基準により金額が加算されます。
　　　　　※昇給は年１回、４月１日に行われます。
各種手当　地域手当の他、通勤手当、住居手当、扶養手当、処遇改善手当、時間外勤務手当など
期末・勤勉手当　６月・12月に支給　(計4.4月分)　　　　勤務時間　原則８：30 ～ 17：15
休　　暇　土・日・祝日及び年末年始　年次有給休暇あり（最高40日間）その他特別休暇あり
福利厚生関係　各種保険、退職金制度加入

※受験案内は社協窓口で配布、社協ホームページでもダウンロードできます

　地域福祉を推進する社会福祉協議会だからこそ、やりがいを感じられる仕事です。

春日部市社会福祉協議会正職員募集（平成31年４月１日採用）

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９月28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。

　前号、「あしすとNo.38」の８頁に記載した特別会員
のご報告に誤りがありました。お詫びして訂正します。

[誤]  特別会員  ●２口��（株）花勝葬祭
[正]  特別会員  ●３口��（株）花勝葬祭

お詫びと訂正
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