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特集

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11月１日発行

社協は地域の
サポーター

43No.

「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。

地域の支え合いについて考えよう



一般会費 賛助会費 特別会費 合　計

21,734,026円 1,008,000円 710,000円 23,452,026円

粕壁地区…………3,734,800円　　　内牧地区…………1,485,000円　　　武里地区…………4,400,650円
豊春地区…………3,731,350円　　　幸松地区…………2,690,000円　　　豊野地区…………2,167,100円
武里団地…………… 68,500円　　　庄和地区…………3,446,626円　　　その他……………… 10,000円

（合計金額　21,734,026円）　　

一般会費

●５口　春日部市うづき会
●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／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／（医社）庄和会庄和中央病院
／（福）恩賜財団済生会支部埼玉県済生会彩光苑／（福）平成会 しょうぶ苑／（福）弘颯会 特別養護老人
ホーム豊潤館／（福）清寿会 特別養護老人ホーム清寿園／（福）庄和和合会／（福）朋映会 春日部勝彩園
／（福）福一会 フラワーヒル／甲府水道土木（株）／（株）アマチャ／中央プリント（株）／日科ミクロン（株）
福祉のニッカ／（株）石原造園土木／金杉建設（株）／ゆたか（株）／松和土木（株）／（株）三和文具／

　　　　 さいたま春日部市場（株）／東彩ガス（株）／三洋商事（株）／太平ビル管理（株）／アイル・コーポレー
ション（株）／（株）高橋医科器械店／（株）足立技研／（株）アリム／（株）サンライズ・ヴィラ春日部／

　　　　 （有）林商会／（有）本澤運送／（有）あすかホール／（有）庄和商事／上原商事（有）／（有）会田自動車／
　　　　 （有）光商事／（有）あすま商事／共栄衛生（有）／（有）さいかつ葬祭センター／（特非）ＭＣＫコミュニ

ティ／（特非）成年後見センターあい／（学）庄和森田学園／文具のナカジマ／アマービレピアノ音楽教
室／春日部市吟道連盟／将棋愛好会／囲碁愛好会／作楽会／楳雀会／廣岡忠義／上原十九三・幸恵／

　　　　小川久美子
（一社）…一般社団法人　（福）…社会福祉法人　（医社）…医療法人社団
（特非）…特定非営利活動法人　（株）…株式会社　（有）…有限会社　（学）…学校法人

特別会費（順不同・敬称略）　１口　10,000円

会  費  実  績（R1.10.10現在）

賛助会費（順不同・敬称略）　１口　3,000円

●332口 各民生委員・児童委員
●１口　 　松本博道／三浦宏之／小谷野正／赤間妙子

令和元年度 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

　社協会員の募集は、年間を通して行っていますが、今年度も5月～6月の2ヶ月間を会員の「募集増強期
間」として取り組んだところ、地域の皆様をはじめ企業・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。
　皆様からご協力いただきました会費は、社協が地域福祉を積極的に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。

2



「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

19,696,450円

歳　末
5,061,776円

　今年度も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
るほか、県内の民間社会福祉施設・福祉団体へ配分され、その施設の整備や　
活動費・運営費などに大切に使われています。
　なお、市民の皆様には自治会を通じてご協力いただいていますが、
下記QRコードからも募金することができますのでご活用ください。

○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72回赤い羽根
共同募金運動

ご協力をお願いします

運動期間：10月１日㈫～３月31日㈫

QRコード

春日部市ファミリー・サポート・
センター会員養成講座
　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）が会
員となり、お互いを信頼し地域で助け合う組織です。
　子育て中は、少しでも誰かに手助けをしてもらうこと
で気持ちが楽になります。地域で子育てを応援しません
か？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> 11/21（木）　13:00～15:00

　　　　　　「子どもの健康と安全について」
<２日目> 11/22（金）　13:00～15:30

　　　　　　「保育の心構えと子どもの接し方」
会　　　場　　　　　　あしすと春日部
申込・問合せ　　　　　　　ファミリー・サポート・センター
　　　　　　　☎048-755-2324

かすかべ家事サービス事業
協力会員・利用会員募集　

　かすかべ家事サービス事業は、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、お互いに支え合い
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
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地域の支え合いについて考えよう特集

★地域でしゃべる場の開催を希望される場合は、社会福祉協議会またはお近くの地域包括支援センターまでお問合せください。

　春日部市では、圏域を設置し、地域に応じた支え合いを進めています。 
　○ 第１層（市圏域）：市内全体の情報把握及び発信 
　○ 第２層（支部社協圏域）：同じ地域の中での情報共有や連携 
　○ 第３層（地区民協・自治会圏域等）：強みや課題を把握し、より身近な支え　
　　 合い活動を展開 
　皆さんも身近な地域の支え合いについて考えてみませんか？ 

30年度までの取組み

「支部社協」とは…

　 講座のご案内

　
各
地
区
の
取
組
み

　支部社協は、地域福祉事業をより身近な地域で充実させていくため、
８地区（粕壁・内牧・武里・豊春・幸松・豊野・武里団地・庄和）に設
置し、地域の課題に応じた事業を実施している住民組織です。
　地域の実情や福祉ニーズを把握するとともに、地域住民の参加協力に
よるきめ細やかな支援体制づくりを推進しています。高齢者や子どもの
居場所作り、地域の見守り等、さまざまな活動をしています。
　なお、令和元年 7月にはすべての地域で第 2層支え合い会議の設置
が完了しました。

　地域での支え合いを進めていくため、支部社協
活動者の養成講座を開催します。今回は粕壁支部
社協の活動者となっていただける方を募集します!

■日時　令和元年12月11日㈬・18日㈬
　　　　10:00～12:00
■場所　総合福祉センターあしすと春日部
■対象　 粕壁、粕壁東、中央、浜川戸、緑町、

南、八木崎町にお住まいの方
■定員　30名（申込順・両日参加可能な方優先）
■内容　 地域の支え合いについて、講義やワーク

を通して考えます。
■申込　 12月6日㈮までに社会福祉協議会に電話

または窓口で申込。

①しゃべる場
　地域の良いところ・困りごとをみん
なで話し合い、「自分たち・地域・地
域のつながりでできること」といっ
た視点で取りくんでいくための場です。
②担い手養成講座
　27年度より開催し、延べ270名の方にご参加いただ
きました。講座修了者の方々から有志でボランティア
団体が立ち上がり、地域のお助け隊や子どもの居場所
づくりなどの活動を展開しています。
③社会資源の見える化（かすかべお役立ちマップ）
　地域にあるお茶のみ会などの集まりの場や、介護予
防の体操、地域活動に利用できる空きスペースの情報
などを冊子にまとめ、公共施設等に配架しています。

小渕しゃべる場（幸松地区・第2地域包括支援センター）
　小渕６自治会の圏域で「どんな地域であれば安心して暮らせ
るか」話し合いました。この会は、地域にお住まいの方から出
された「1人暮らしになり寂しい。気軽に行ける場がほしい。」

という声をもとに行われたものです。集
まりの場があっても、「必要な情報が届
きにくい」という意見があり、どのよう
な方法であれば情報が届けられるか、具
体的に考えました。

豊野地区しゃべる場（豊野地区・第7地域包括支援センター）
　豊野地区を南部・中部・北部の3つに分け、それぞれの地域で話し合
いを行いました。困りごとを解決するためにどんな活動があったら良い

か、さまざまな意見が出されました。
　今後、出された意見の実現に向けて、さ
らに話し合いを進めていこうと検討してい
ます。

武里団地　各地区の支え合い会議
（武里団地地区・第6地域包括支援センター）
　武里団地内を4つの地域（東西南北）に分けて、自治会・民生委員を中
心に、地域の情報交換や新たな取り組みの相談を定期的に行っています。   
　さらに、年に数回実施する「武里団地支え合
い会議全体会」には、団地の管理組合、小学校、
こども園、スーパー、薬局等も参加し、それぞ
れの強みを活かし、協力して出来ることを話し
合っています。

上蛭田地区しゃべる場（豊春地区・第3地域包括支援センター）
　上蛭田地区の圏域で「地域の支え合い」についての勉強会を開催しま
した。他の地域の助け合いを学び、そのあと「上
蛭田地区の良いところ・困っているところ」に
ついて意見を出し合いました。
　参加者の皆様の地元愛に溢れた意見や、地元
ならではの情報が数多く出され、地域の支え合
いについて楽しく考える会となりました。

　　　　　　　　　　　　　　　 　地域での支え合いについて、より多くの方々に知っていただくた
めに、養成講座を開催します。ゲームをしながら、支え合いについ
て楽しく学びましょう！

■日時　令和元年11月27日㈬　13:30～15:30
■場所　総合福祉センターあしすと春日部
■対象　市内在住で地域福祉活動に関心のある方　30名
■内容　「福祉SOSゲーム」で社会資源を学ぼう！
■講師　文教大学  人間科学部  森 恭子 氏
■申込　11月22日㈮までに社会福祉協議会に電話または窓口で申込。

た視点で取りくんでいくための場です。

　講座のご案内

第１層 市圏域

第２層
支部社協圏域

第３層
地区民協・
自治会圏域等

かすかべ
支え合い
会　議

〇〇地域
支え合い
会　議

〇〇地域
支え合い
会　議

〇〇地域 〇〇地域
北　部

複数自治会
圏　域

単位自治会
圏　域

　11月22日㈮までに社会福祉協議会に電話または窓口で申込。

「福祉SOSゲーム」とは？　地域で困りごとが起きた時、どんな団体や機関と協力をしていけば良いか、学べるゲームです！

地域包括
支援センターが
コーディネート

社会福祉協議会が
コーディネート

「喋る」と
「シャベル」を
かけています
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お知らせ広場

参加者募集

　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”お過ごしていただけ
るように努めています。
　地域活動支援センターでは身体障者手帳をお持ち
の利用者さんを募集しています。是非一度見学にい
らしてください。随時受付中です。
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

あしすと身体障害者
地域活動支援センター

　「どんな所？」「どんな事をしているの？」気になっ
た方はぜひ一度見学にいらしてください。随時受付
中です。
　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。

あしすと春日部
デイサービスセンター
◎ 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？明るいスタッフがお待ちしております。
場　所　春日部市中央・八木崎駅より徒歩７～８分
問合せ　あしすと春日部デイサービスセンター
　　　　048-762-1081

ゆっく武里
デイサービスセンター
◎ 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？
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

利用者募集

利用者募集

　春日部市および近隣の福祉施設が集まる就職相談会を開催します。
　無資格・未経験で働ける職場もありますので、ぜひこの機会に
ご参加ください。
日　時　12月20日㈮　12:00～15:00
会　場　越谷コミュニティセンター (サンシティ越谷)
内　容 『就職支援講座』12:00～13:00
　　　　 (福祉現場職員の体験談や福祉の求人動向、就職活動の

ノウハウをお話します)
　　　 『個別面談会』13:00～15:00
　　　　( 個別に仕事や求人の内容について聞く事ができます)
参加費　無料
※ 事前に申込みをされた方には、シャキたまくんボールペンをプ
レゼントします!!（申込みがなくてもご参加いただけます）

申込み・問合せ
　(福)埼玉県社会福祉協議会福祉人材センター
　 電話 048-833-8033　月～金曜日10:00～17:00（祝日を除く）

福祉の仕事 地域就職相談会　
～高齢者・障がい者の施設で、

地域を支える仕事をしてみませんか？～

イベント

埼玉県介護職員雇用推進事業
　介護の仕事は、人を支え社会を支える、やりがいのある仕事です。
　埼玉県では、介護事業所への就職を希望している方に対し、介
護職員初任者研修の受講から県内介護事業所への就職までを支援
しています。
事業内容
　① この事業の委託先である㈱シグマスタッフに雇用されます。
　② 介護職員初任者研修を受講しながら、3ヶ月間、県内介護事

業所で紹介予定派遣として働き、派遣期間終了後の介護事業
所への就職をめざしていただきます。

　③ 介護職員初任者研修を無料で受講でき、受講期間中も給料が
支給されます。

対　象　介護の仕事をお探しの方(介護福祉士を除く)
問合せ　電話にて
　　　　㈱シグマスタッフ大宮支店　☎ 048-782-5173
　　　　　(事業委託元:埼玉県福祉部高齢者福祉課)まで
　　　　※ 詳しくは同会社WEBで
　　　　　http://www.kaigo-manabu.com/
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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？

あしすと身体障害者
地域活動支援センター

職員募集

い
ボランティア掲示板

デイサービス介護職員
(専任職員Ⅱ種)
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　あしすと春日部デイサービスセンター
給　　与　 時給1,120円(処遇改善手当含む)＋各

種手当
問 合 せ　 あしすと春日部デイサービスセンター

048-762-1081

デイサービス看護師
業務内容　利用者の健康チェック等
資　　格　正・准看護師免許
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　 ゆっく武里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
給　　与　 時給1,430円＋各種手当
問 合 せ　 ゆっく武里デイサービスセンター
　　　　　048-733-5551

デイサービス運転手募集
業務内容　 利用者の送迎
資　　格　 普通自動車運転免許
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
給　　与　時給970円
問 合 せ　在宅支援担当　048-762-1081

登録ヘルパー
(専任職員Ⅱ種)
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　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

災害について考える
　近年増加している大規模な自然災害。いつまで続くかわからな
い避難所生活や、あらゆる環境の変化の中で多くの方々が不安や
ストレスを抱えています。災害時にはどのようなことに気を付け
てボランティア活動をしたら良いのか、一緒に学んでみません
か？
日時・内容　令和元年11月11日㈪　14:00～16:00
会　場　あしすと春日部  講習室
内　容　「災害時の心のケア」
講　師　埼玉カウンセリングセンター 高倉 恵子  氏
対象者　災害ボランティアに関心のある方
定　員　70名（申込順）
申込・問合せ　令和元年11月７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
～ユニバーサルスポーツを体験してみよう！～

　住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、お互いの理
解と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
にユニバーサルスポーツを体験しながら、地域で出来ることを考
えてみませんか？
日　時　令和元年12月22日㈰　13:30～16:00
会　場　あしすと春日部　講習室
内　容　講演「障害者スポーツと共生社会について」
　　　　 交流会「ユニバーサルスポーツ（卓球バレー・ボッチャ）

を体験してみよう！」
講　師　埼玉県障害者交流センター職員
対象者　地域福祉に関心のある方
定　員　50名（申込順）
申込・問 合せ　 令和元年12月16日㈪までに、電話または窓口へ
　　　　　　　地域福祉担当　048-762-1081

災害ボランティア登録者養成講座
　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
なっています。
　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　令和２年１月25日㈯　９:00～16:00
会　場　あしすと春日部　講習室
内　容　 春日部市地域防災計画についての講義、災害時対応力研

修、災害ボランティアセンター設置運営訓練
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　30名（申込順）
申込・問合せ　令和２年１月14日㈫までに、電話または窓口へ　
　　　　　　　地域福祉担当　048-762-1081

　利用者の健康チェック等

デイサービス介護職員
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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

♥皆様からの温かい善意
（令和元年6月1日～令和元年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 
春日部商工会議所 91,000 
ネオステンド・アート協会 蘖会 18,300 
埼玉土建庄和南分会 10,000 
一樹会 2,600 
埼玉土建備後分会 5,000 
春日部ライオンズクラブ 10,000 
髙山和範 746 
チェリーカラオケ愛好会 35,199 
刃物研 5,942 
ビューティーＦ 5,531 
江森米藏 10,000 
春日部市ターゲットバードゴルフ協会 100,763 
仲町底ぬけ屋台 3,000 
匿名（4件） 404,000

物品寄贈（敬称略・順不同）
匿名（4件） トイレットペーパー188袋

BOXティッシュ3袋
洗剤20箱
紙おむつ4袋
尿取りパット2袋
薄型パンツ2袋
ブルーシート（新品）13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
　社協では、皆様からの会費や寄付で地域福祉を推進
するため、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います。

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２年３月31日まで
④ 令和元年８月佐賀県豪雨災害義援金
　 受付期間：令和２年２月28日まで
⑤ 令和元年台風第15号千葉県災害義援金
　 受付期間：令和元年12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。　　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

作り方
①  鮭に塩コショウで下味を付ける。
②  キャベツは大きめのざく切り、玉ねぎは厚めのイ
チョウ切り、人参・ピーマンは太めの千切にする。

③  フライパン(鍋)に油を引き、鮭の両面を焼き、焼き
目が付いたら周りに②の野菜をいれ
バター以外の調味料をいれ、フタ
をして3分ほど蒸す。

④  火を止めてバターを入れ再度
フタをして余熱で溶かす。

★ １切れずつホイルに包んでホ
イル焼きにしてもOKです。

旬の鮭とたっぷりの
野菜を使ったメニューです。

　鮭のちゃんちゃん焼き　

材料（4人分）
鮭（切り身）……………4切れ
塩・コショウ……………少々
キャベツ………………葉２枚
たまねぎ……………小1/2個
人参…………………小1/2本
ピーマン…………………2個

サラダ油……………大さじ1
味噌………………大さじ1/2
酒…………………大さじ1/2
みりん……………大さじ1/2
しょうゆ…………小さじ1/2
バター……………大さじ1/2

1人前
273kcal

特選
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