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春日部市社会福祉協議会春日部市社会福祉協議会
令和元年７月１日発行

社協は地域の
サポーター
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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。

「やってみたい」が   きっとある！



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 587,755千円です。
平成31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

122,395,366 
（11.5%）

682,433,191
（64.0%）

91,936,065 
（8.6%）

128,854,217 
（12.1%）

466,407（0.0%）

単位：円

単位：円

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

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30年度　決 算

支出 1,067,035,468円

収入 954,271,771円

収益事業
自動販売機設置経営事業

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

40,950,222 
（3.8%）

147,332,552
 （15.4%）就労支援サービス事業

115,322,841
（12.1%）

介護保険事業

92,778,725
（9.7%）

公益事業
33,806,872（3.5%）
障害福祉サービス事業 3,876,824（0.4%）

収益事業
27,302,430（2.9%）

その他

社会福祉事業のなかには
会　費 23,908,450
寄付金 1,916,264
共同募金配分金 15,260,000
が含まれます。

533,851,527
（56.0%）

社会福祉事業
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人数、件数等は、平成30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

今年もあたたかいご協力ありがとうございます

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

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

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。

福祉教育の推進
　市内小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。

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。

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。

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

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。

ふれあい会食会来場者数　6,260名
いきいきサロン数　100か所

車いす利用件数　250件
福祉車両利用件数　232件 福祉教育体験者延べ　7,872名

ボランティア相談件数　311件

支援件数　2,471件 相談件数　148件

　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。

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
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申
込
み
方
法

《体験メニュー（一部）》
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

グループホーム
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、各種手伝
い

小学4年生以上
（１日2名） 活動日の3日前

新ふれあい会食会
庄和市民センター
正風館
（大衾307-1）

7/25㈭
10:30～14:00 会食会の手伝い 中学生以上

（3名） 7/18㈭

オレンジカフェ
（認知症カフェ）

中央公民館
（粕壁6918-1）

①７/26㈮
②８/30㈮
③12/13㈮
13:30～15:30

参加者の話し相
手 小学4年生以上

①7/23㈫
②8/27㈫
③12/10㈫

障
が
い
児
・
者
の
方
と
の
ふ
れ
あ
い

グループホーム
レインボー南桜井 米島818-30

７月～11/10まで
の土日
①10:00～12:00
②13:00～15:00

利用者と一緒に
散歩・買物・娯
楽

高校生以上
（1日2名） 活動日の3日前

放課後等デイサービス
にじいろクラス
「フラット」

緑町1-10-4 
または春日部近隣
公園・施設

13:00～17:00
知的障害児向け
のスポーツ託児
所

大学生以上 活動日の3日前 

児童発達支援センター
まる 大場928-10 10/1～12/15

10:00～14:00

利用児との交流、
保育士のお手伝
い

高校生以上 活動日の1週間前

児
童
と
の

ふ
れ
あ
い

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

9:30～15:30

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1名）

活動日の3日前

①参加したいメニューを選ぼう！
春日部市社会福祉協議会ホームページで
詳しい体験メニューをご覧いただけます。
http://www.kasukabeshishakyo.or.jp/

②申込みをしよう！
活動者本人が、社会福祉協議会
窓口または、ボランティアセン
ターにて申込書を記入します。

特集

　「どんなボランティアがあるんだろう？」「ボランティアの一歩が踏み出せない…」そんな方へ！
幅広い世代の方がボランティア活動に参加するきっかけづくりとして、彩の国ボランティア体
験プログラムを７月～12月まで実施しています！
　好きなこと・興味のあることから、自分にあった活動を見つけてみましょう！

特集　　　　「やってみたい」が　きっとある！
彩の国ボランティア体験プログラム
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参加された方
へ

春日部市社協
オリジナル缶

バッチ

プレゼント！

《体験メニュー（一部）》
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

グループホーム
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、各種手伝
い

小学4年生以上
（１日2名） 活動日の3日前

新ふれあい会食会
庄和市民センター
正風館
（大衾307-1）

7/25㈭
10:30～14:00 会食会の手伝い 中学生以上

（3名） 7/18㈭

オレンジカフェ
（認知症カフェ）

中央公民館
（粕壁6918-1）

①７/26㈮
②８/30㈮
③12/13㈮
13:30～15:30

参加者の話し相
手 小学4年生以上

①7/23㈫
②8/27㈫
③12/10㈫

障
が
い
児
・
者
の
方
と
の
ふ
れ
あ
い

グループホーム
レインボー南桜井 米島818-30

７月～11/10まで
の土日
①10:00～12:00
②13:00～15:00

利用者と一緒に
散歩・買物・娯
楽

高校生以上
（1日2名） 活動日の3日前

放課後等デイサービス
にじいろクラス
「フラット」

緑町1-10-4 
または春日部近隣
公園・施設

13:00～17:00
知的障害児向け
のスポーツ託児
所

大学生以上 活動日の3日前 

児童発達支援センター
まる 大場928-10 10/1～12/15

10:00～14:00

利用児との交流、
保育士のお手伝
い

高校生以上 活動日の1週間前

児
童
と
の

ふ
れ
あ
い

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

9:30～15:30

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1名）

活動日の3日前

③ボランティアに参加！
日程を調整し、活動前に必ずボ
ランティア保険に加入していた
だきます。

④振り返りをしよう！
活動が終わりましたら、
感想文の提出をお願いし
ます。

社会福祉協議会では
様々なボランティア活動の普及・啓発を行っています！

ボランティア講座

「春日部を知ろう　春日部×環境」

壊れたおもちゃ募集します！

  日　時　７/30㈫ 
  会　場　特別養護老人ホーム　そら 
  　　　　（不動院野647） 
  対象者　ボランティアに関心のある 
  　　　　市内在住の方 
  定　員　40名（申込順） 
  申　込　７/24㈬までに 
  　　　　社会福祉協議会へ 

　ボランティア講座で、受講者の皆さんが修理に挑戦
するおもちゃを募集しています。
　メーカーの保証期間内のもの、骨董品や工芸品な
ど、一部お預かり出来ないものもございます。

時　間 内　容

10:00～
講義
「ボランティア活動について」

10:30～
講義「活動内容紹介」
・旧倉松第二調節池を守る会
・春日部おもちゃの病院

10:50～

活動体験（※選択制）

Aコース Bコース

コスモスの種まき
（徒歩で移動）

おもちゃの
修理

11:50～
ボランティア登録・地域活動
のご案内

受付の流れ
① 壊れたおもちゃを「あしすと春日部」までお持ちください。（7/26㈮ 受付締切）
② おもちゃと引き換えに預り証をお渡しします。
③ 7/30㈫のボランティア講座で受講者の皆さんが修理に挑戦します。
④ 後日、おもちゃの病院から連絡をします。
⑤「あしすと春日部」に、預り証を持っておもちゃを引き取りに来てください。

お子さん、
お孫さんと

一緒のご参加も

大歓迎です！
お孫さんと

一緒のご参加も

大歓迎です！一緒のご参加も

大歓迎です！

　　　　「やってみたい」が　きっとある！
彩の国ボランティア体験プログラム
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お知らせ広場

ひとり親家庭バス旅行
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 　8/17㈯
　　　　8:30～18:00
場　所　よみうりランド（マイカップ焼きそば作り体験有）
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　　　　　　　　　　　
　　　　 7/24㈬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)

　ファミリー・サポート・センターは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養成講座を受講していただきます。

日時・内容
　 <１日目>　８/28㈬　13:00～15:00
　　　　　　　「子どもの健康と安全について」
　<２日目>　８/29㈭　13:00～15:30
　　　　　　　「保育の心構えと子どもの接し方」
会　場　幸松地区第二公民館
申込・問合せ
　　　　ファミリー・サポート・センター
　　　　048-755-2324

春日部市ファミリー・サポート・センター
会員養成講座

たすけあい

募集期間　７/３㈬～10/４㈮
テ ー マ　ユニバーサルデザイン（形・色指定なし）
優秀作品　粗品をプレゼント
　　　　　 11/ ２㈯　第34回ふれあい広場（総合体育館「ウイ

ング・ハット春日部」）にて掲示し投票で決まります。
応募条件　春日部市内在住で福祉に関心がある方
応募方法　市販のハガキに描いて、下記住所にご郵送ください。
　　　　　尚、作品は返却できませんのでご了承ください。
注意事項　 応募ハガキには必ずお名前・お電話番号をご記入く

ださい。
　　　　　 個人情報は企画が終了次第すみやかに情報を破棄し

ます。
送 付 先　〒344－0067　春日部市中央２－24－１
　　　　　春日部市社会福祉協議会

　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　 ８:30～17:00（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　048-762-1081

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

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以上
勤 務 日　月曜日～土曜日
時　　間　8:00～19:00
　　　　　（活動日、時間については応相談）
給　　与　 時給1,280円～ 1,690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

登録ヘルパー (専任職員Ⅱ種)
職員募集

　ファミリー・サポート・センター
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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/

←
いっしょに

活動しませんか？参加団体募集!!

みんなが使いやすいもの
ユニバーサルデザインを考えてみよう！

ボランティア掲示板
ボランティアフェスティバル

「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。

開催日
11/２㈯
９:30～15:00
会　場
　 総合体育館「ウイング・
ハット春日部」
対象者　市内福祉団体
費　用　2,000円
申込み
　 ７/26㈮までに指定申込
用紙に記入し、地域福
祉担当まで
　（配置場所は社協一任）
　048-762-1081

市民福祉まつり・第34回ふれあい広場

募集します!!

ユニバーサルデザインとは？（ロナルド・メイス博士が提唱）
　地球上にはいろいろな人達が暮らしています。男の人、女の人、子
ども、お年寄り、からだの大きい人、小さい人、力の強い人、弱い人、
右利きの人、左利きの人などなど…ひとりひとりが、まったくちがう
独自の個性を持っています。
　みんなが、いつでも、どこでも、分け隔てなく、安心して使える物
を考えてみよう。

ユニバーサル
デザイン（絵）を
募集します ➡

来場者の投票で
グッドデザインの
作品を選びます ➡

選ばれた
作品の方に、

粗品をプレゼント

10/12㈯　10:00～15:00
ララガーデン春日部

　　　　１階ステージ、ステージ前
　　　　２階コミュニティルーム
　ボランティア活動普及啓発のため、ボラン
ティアグループによる発表・体験等、活動紹
介の場として開催しています。小さいお子様
から大人の方まで参加いただける内容となっ
ています。皆さまの来場お待ちしています♪
内　容： ステージ発表、パネル展示、ボラン

ティア相談、福祉体験、手作り品製
作　など

スタンプラリーもあるよ！
何がもらえるかはお楽しみに！

共 催： 春日部市ボランティア活動推進連絡会
春日部市社会福祉協議会
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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
※7/12㈮はお休みとなります。

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

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

♥皆様からの温かい善意
（平成31年2月1日～令和元年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 
刃物研 5,824 
株式会社ベルク春日部緑町店 77,515 
春日部在宅診療所ウエルネス 30,000 
彩の国いきがい大学　春日部学園校友会連絡協議会 31,855 
春日部雪割草愛好会 6,019 
ふれあい大学26期会雀の会 3,000 
いきがい大学22期校友会 20,165 
武里団地お茶のみ会 10,790 
春日部市おもちゃの図書館うさぎとかめ 5,000 
春日部市ボランティア活動推進連絡会 50,000
あしすと募金箱 7,144 
匿名（4件） 28,500 

物品寄贈（敬称略・順不同）
朝日生命労働組合越谷支部 春日部班 タオル50枚
明治神宮崇敬会北葛中部支部 洗剤20箱
明治神宮崇敬会春日部支部 洗剤20箱
匿名（2件） 紙おむつ8袋

尿取りパット5袋
ケアシーツ11枚
タオル27枚

●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。

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：令和２年3月31日まで
②平成30年７月豪雨義援金
　受付期間：令和２年6月30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：令和元年9月30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。

食欲がない暑い夏に
ぴったりのメニューです。

ヘルシーな
和風のメニューです。

材料（4人分） 材料

作り方 作り方
①  長ネギ、人参は5mm幅位の千切りにする。
　（さっと下ゆでしておくとやわらかく仕上がります）
②  調味料を合わせ煮立たせ、①を加えて漬け込み用のた
れを作る。

③  魚はキッチンペーパーで水分を取り、片栗粉を付け、油
で揚げる。（1切れを3等分位に切ると食べやすいです）

④  ③の魚を②のたれに漬け込む。
　（冷蔵庫に入れて冷やすとさっぱり食べられます）

①  豆腐を布巾で包み、水気を切る。（重石をする）
②  人参、いんげんを千切りにする。いんげんは茹でてお
く。

③  フライパンに油を熱し、①の豆腐、②の人参を入れ、人
参が柔らかくなるまで炒める。

④  ③に調味料を入れ炒め合わせる。
⑤  ④に卵を割り入れ、水分がなくなるまで炒め、仕上げに
②のいんげんを合わせる。

　あじの南蛮漬　 　炒り豆腐　

あじ切り身…4切れ
片栗粉……1/2cup
揚げ油…………適量
長ネギ…………1本

人参…………1/3本
しょうゆ…大さじ3
酢…………大さじ4
みりん……大さじ1

おろし生姜…小さじ1
ごま油……小さじ1
七味唐辛子…お好み

木綿豆腐
……1丁（300g）

人参…………1/4本
いんげん………20g

卵………………1個
油…………小さじ1
砂糖………大さじ2
しょうゆ…小さじ2

塩………………少々
和風だし
……ひとつまみ

　　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。　　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。

材料

　　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。　　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。　　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。　　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

1人前
229kcal

1人前
81kcal
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