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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。

特集

「介護」や「支援」が必要になったとき

自慢のお風呂
あしすと春日部デイサービスセンター

ヘルパー調理実習
春日部市社会福祉協議会（訪問介護）

秋を探して
ゆっく武里デイサービスセンター

ボッチャで真剣勝負！
（ボッチャはパラリンピックの種目の一つです）

あしすと身体障害者地域活動支援センター



ご協力ありがとうございました
令和２年度社会福祉協議会会員募集報告
　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「募集強化期間」
として取り組んだところ、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。
　なお、社協では随時会員の募集を行っておりますので、ご加入がお済みでない方は、引き続きご協力をお
願いいたします。
　皆さま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。

一般会費 賛助会費 特別会費 合　計

20,551,595円 1,011,000円 700,000円 22,262,595円

粕壁地区…………3,557,945円　　内牧地区…………1,291,000円　　武里地区…………4,102,650円
豊春地区…………3,524,000円　　幸松地区…………2,748,500円　　豊野地区…………2,168,600円
庄和地区…………3,077,600円　　武里団地ほか…………81,300円

（合計金額　20,551,595円）

一般会費

会  費  実  績（R2.9.30現在）

賛助会費（順不同・敬称略）　１口　3,000円
●330口　各民生委員・児童委員
●１口　 　松本博道／三浦宏之／稲垣昇俊／髙橋七郎／福田美佐子／庵原知子／匿名1名

特別会費（順不同・敬称略）　１口　10,000円

●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
(公社)春日部青年会議所
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
春日部小売酒販組合
春日部環境衛生事業協同組合
武里団地自治会協議会
埼玉土建庄和南分会
指定管理者庄和商工会 道の駅庄和
(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
(福)隼人会 武里まきば園
甲府水道土木（株）

（株）アマチャ
中央プリント（株）
トヨタカローラ埼玉（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）
アイル・コーポレーション（株）

（株）足立技研
アオイ土地建物（株）

（株）東京コーン紙製作所
正和工業（株）

（株）日本ケアーシステム
(有)トイダ石油

(有)本澤運送
(有)オートサービス石原
(有)庄和商事
(有)会田自動車
(有)光商事
(有)あすま商事
共栄衛生(有)
(有)やまや新館
(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
春日部市吟道連盟
将棋愛好会
囲碁愛好会
作楽会
廣岡忠義
上原十九三・幸恵
箱﨑秀世
髙橋晃
木村好子

(一社)…一般社団法人　(公社)…公益社団法人　(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　(学)…学校法人
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○中央共同募金会ホームページ　https://www.akaihane.or.jp/
○埼玉県共同募金会ホームページ
　https://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama00/AKAIHANE/AKAIHANE.htm

第73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：令和２年10月１日㈭〜令和３年３月31日㈬

　今年も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。
　皆さま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他、県内の民間社会
福祉施設・福祉団体へ配分され、その活動費や施設の整備・運営費などとして大切に使われますので、
本年度もご協力お願いいたします。
　なお、市民の皆さまには自治会を通じてご協力いただいていますが、下記QRコードから直接募金す
ることもできますのでご協力をお願いします。

赤い羽根 19,333,192円 歳末 5,127,896円
昨年度、春日部市支会にお寄せいただいた善意の募金

春日部市社会福祉協議会はSDGsの
達成に向けて積極的に取り組んでいます。

　社協は、「誰一人取り残さない」とい
うSDGsの理念のもと、住民から信頼さ
れる法人運営に努め、持続可能な福祉
のまちづくりに取り組んでいきます。

かすかべ
SDGsパートナーズに
登録しました！

※SDGsとは
　2015年９月に「国連持続可能なサミッ
ト」で全会一致で採択された2030年まで
の新たな「持続可能な開発目標」で、17の
目標と169のターゲットから構成されてい
ます。

　６/10㈬〜25㈭までに実施した「フード&マスクドライブ」につきまして、多くの市民の皆さま、並
びに企業の皆さまより食品・マスク等のご寄付をいただきました。心から感謝しお礼申し上げます。

● ご協力いただいた皆さま

　・  庄和商工会青年部
　・  モンキーポート粕壁地区
　・  齋藤 博　  ・  匿名(76件)

（敬称略・順不同）

● 受付実績
　・  食　品　860点（394.6キロ）
　・  マスク　3,045点

取り組みの報告「フード&マスクドライブ」
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「介護」や「支援」が必要になったとき

上記のサービスについては下記、社会福祉協議会までお問合せください
あしすと春日部デイサービスセンター、訪問介護 ……………………………… 048-762-1081
ゆっく武里デイサービスセンター  ………………………………………………… 048-733-5551

　※ 　地域包括支援センターの相談窓口を利用の際は、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、
当分の間、電話で事前にご連絡ください。ご理解とご協力をお願いします。

65歳にならないのに介護が必要になった場合は、どうすればいいの？
　40 歳から 64 歳の方でも脳血管疾患など 16 種類の特定疾病のため介護が必要な場合は介
護保険の対象となります。
　16 種類の特定疾病に該当するかは医師にご相談ください。

地域包括支援センターとは？
　高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を営むための拠点で、介護予防ケアプランを作成
するほか、市役所、医療機関、サービス提供事業者、民生委員、ボランティア、地域住民な
どと協力しながら、地域の高齢者のさまざまな相談に対応する総合相談窓口です。
　近所に介護や支援が必要な高齢者が住んでいる場合などもご相談ください。

地域包括支援センターは第１地域から第８地域まであるが、どこに
相談すればいいの？
　各地域包括支援センターは、担当する地域がありますので、春日部市役所のホームページ
等でご確認のうえご相談ください。

居宅介護支援事業者（ケアマネジャー）とは？
　ケアマネジャーは、利用者の希望や心身の状態に合ったサービスが利用できるように支援
してくれる介護サービスの窓口役です。
　介護保険の申請のお手伝いや要介護の方のケアプランの作成などを行います。

特集

介護サービスってどんなことをやってるの？
訪問介護………　ホームヘルパーがご自宅を訪問し、身体介護や生活支援を受けられます。
訪問看護………　看護師などがご自宅を訪問し、医師の指示のもと医療的ケアを受けられます。
訪問リハビリ… 　リハビリの専門家がご自宅を訪問し、医師の指示のもとリハビリを受け 

られます。
通所介護……… 　デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで 

受けられます。
通所リハビリ… 　介護老人保健施設や病院・診療所で、医師の指示のもと日帰りの機能訓練

などが受けられます。
　※このほかにもサービスがあります。
　　詳しくは地域を担当する地域包括支援センターもしくはケアマネジャーにお問合せください。

●「訪問介護」担当者より
　ご自分でできることは継続して行ってもらいながら、一人暮らしの
方の家事援助や、寝たきりの方のオムツ交換など自宅で生活できるよ
うに支援しています。
　また、介助するヘルパーは充分な研修を行ったベテランヘルパーが
在職していますので、安心してご利用いただくことができます。

●「あしすと春日部デイサービスセンター」担当者より
　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？
　車いすの方もお身体の不自由な方も入ることができます。
　お風呂の後は、おいしい手作りの昼食や楽しいレクリエーションが
待っています。
　先日は、みんなで手作りした黒糖まんじゅうをおいしくいただきました。
　明るく元気なスタッフがお待ちしています！

●「ゆっく武里デイサービスセンター」担当者より
　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過ごしませんか？
　お風呂はお身体の状況に応じたお風呂があります。車いすの方もお
身体の不自由な方も入ることができます。
　お風呂の後は、おいしい手作りの昼食や楽しいレクリエーションが待っています。

春日部市社会福祉協議会で行っている
サービスをご紹介します。

みんなで手作りした黒糖まんじゅう

自慢のお風呂

お身体の不自由な方もお風呂に入れます

※�　春日部市社会福祉協議会では新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、健康状態の把握やマスクの着用、
　手指の消毒など感染予防対策を講じたうえサービスを行っています。

●　介護や支援が必要になったとき、どうすればよいかわからないものです。
▶︎　地域包括支援センターや居宅介護支援事業者（ケアマネジャー）にご相談ください。
▶︎�　介護保険のサービスや地域のネットワーク、ボランティアなどと協力しながら�
問題の解決を進めていきます。

●　立てなくなった、歩けなくなった、寝たきりになった。
●�　物忘れがひどくなった、薬を飲み忘れるようになった、自分の家に
帰れなくなった。
●　引っ越してきたが友人、知人がいない。
●　災害のときに高齢の一人暮らしの住民のことが心配。

▶︎
▶︎
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お知らせ広場

車いす・アイマスク指導者養成講座
　小中学校の授業で子どもたちに車いすやアイマスク
の指導をするための指導者養成講座を開催します。
日　時　11/30 ㈪　13:00～17:00
会　場　あしすと春日部講習室
定　員　 10名
申込・問合せ　11/20㈮までに地域福祉担当まで
　　　　　　　048-762-1081

講　座

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
スタッフとして、活動してみませんか？
日　時　令和３年１/16 ㈯　9:00～12:00
会　場　あしすと春日部
内　容　 コロナウイルス感染拡大予防に配慮した避難

方法、避難所運営について、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　15名（申込順）
申込・問合せ　 令和３年１/６㈬までに地域福祉担当まで

048-762-1081

講　座

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？～
　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、是非この機会にご参加ください。
日　時　12/３㈭ 
　　　　12:00～13:00　第１部
　　　　13:15～14:15　第２部
会　場　 岩槻駅東口コミュニティセンター
　　　　多目的ルームA・B
内　容　 求人事業所と求職者の個別面談会（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　完全予約制(先着順)各部30名
申込・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(祝祭日を除く)

イベント

応募要件　普通運転免許証
　　　　　未経験者歓迎
　　　　　65歳以下の方
勤務時間　８時20分～10時20分
　　　　　15時20分～16時50分
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

デイサービス運転手

職員募集

　地域活動支援センターは、ご家庭
でお暮らしの身体障がい者の皆さま
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”過ごしていただける
通所施設です。
　地域活動支援センターでは、身体
障害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。
　　関連写真 ⇒ 表紙
場　所　 あしすと春日部（２階）
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

利用者募集

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　①  あしすと春日部デイサービスセンター
　　　　　　 (高齢者デイサービス)
　　　　　②  ゆっく武里デイサービスセンター
　　　　　　 (高齢者デイサービス)
　　　　　③ あしすと身体障害者地域活動支援センター
　　　　　　 (障がい者通所施設)
　　　　　④ あおぞら(生活介護)
給　　与　時給1,430円＋各種手当
問 合 せ　総務担当　048-762-1081

看護師 (専任職員Ⅱ種)

職員募集

おねがい

　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（支え合いの）集まりがあるよ」
など教えてください。 
　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います。
　皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。
　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。

アンケートへのご協力を
お願いします
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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 広 告

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』

を始めます！
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、地域住民の方や団体等の協力を得て、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。
対象者：市内在住の“ひとり親家庭” 
　　　　　 社会福祉協議会の相談支援を継続的に受けられる方で
　　　　　◦児童扶養手当を受給している方
　　　　　◦ 家計急変世帯（児童扶養手当支給停止世帯） 
利用の流れ：
① 社協へ申込
②  食材のお渡し（毎月約30世帯）
③  地域でつながりましょう
　  　みんなで子育てしましょう。子育ての悩みごとだけでなく、

生活をする中での困りごとなど何かありましたら、お気軽
にご相談ください。

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

寄付を随時募集しています！！

ココロ
つながる

ボランティアセンター
（浜川戸・牛島・武里）

再開しました
　コロナウイルス感染拡大予防のため、ボラン
ティアセンターの相談業務を中止していました
が、10月1日㈭より再開いたしました。
相談受付日　原則毎週　月・水・金曜日
※ 日にちによってはお休みとなる場合もありま

すので、社協ホームページをご確認ください。

おうちで出来る!
ボランティア活動

　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
　ボランティア活動の中で、作成いただいた物
について、寄付を募集しています。
　※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
協力いただける企業、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います！
■食品や物品などの現物寄付について

〈内容〉
　◦ お米、常温保存が可能なレトルト食品、飲料、お菓子、

缶詰など賞味期限が１ヶ月以上あるもの
　◦野菜・果物などの生鮮食品
　◦ 個包装・未開封・密封されており、賞味期限や一括表示

がついているもの
　◦ 日用品や文房具など

〈数量〉
　◦ 毎月約30世帯分の食材配付を想定していますので可能

な限りご協力いただければ幸いです。
　ご協力いただける場合、一度担当までお声掛けいただきま
すようお願いいたします。
※ 　現物寄付の他、ひとり親家庭の子どもや親子に対する職

業体験等の機会の提供や、市内に設ける拠点への物品運送
等でもご協力いただけると幸いです。

寄
付
い
た
だ
き

　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！
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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

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っています。
　皆さま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
　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2年12月28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  ちんげん菜・白菜は３cm程度の角切り、ベーコンは 
１cm幅くらいに切る。

② 鍋にバター（マーガリンでも可）を入れ、ベーコンを炒める。
③  ちんげん菜・白菜・水・コンソメを入れて、野菜が柔ら

かくなるまで火にかける。
④  豆乳を入れて、ひと煮立ちさせたら、塩・

こしょうで味をととのえる。
☆  ちんげん菜・白菜の代わりに、じゃが芋や

玉ねぎ、かぶ、かぼちゃなどでもおいしく
いただけます。

寒い時期には最適、野菜がたくさん食べられるあったかい
1 品です。

ちんげん菜………………３株
白菜(大きめの葉)……… 2枚
ベーコン………………120ｇ
豆乳…………………200cc

水……………………200cc
コンソメ……………小さじ2
バター………………大さじ1
塩・こしょう……………少々

1人前
182kcal

♥皆さまからの温かい善意
（令和2年6月1日～令和2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 
ダイセーロジスティクス(株)春日部ＴＣ 25,000 
ダイセーロジスティクス(株)春日部ＤＣ 25,000 
庄和菊月同好会 2,137 
コスモスダンスクラブ 90,905 
ライフスキル知恵の郷 2,951 
片桐 美江子 10,000 
春日部武術太極拳・木友会 6,980 
稲村 房子 10,000 
大畑 清治 5,445 
佐久間 勝 20,000 
匿名（8件） 71,000

物品寄贈（敬称略・順不同）

明治神宮崇敬会春日部支部 洗剤20箱
小林 裕子 洗剤40箱

廣岡 幸 切手80円50枚・50円20枚・
82円９枚・62円10枚

モンキーポート粕壁地区 色鉛筆42本・タオル２枚
ふれあいサロン立沼 米10㎏
傳川 恒夫 雑巾67枚
佐藤 英広 タオル38枚
幸松婦人会 手作りマスク30枚
いきがい絵手紙 紙おむつ１袋
いきがい大学13期ボランティア部 手作りマスク225枚・布マスク４枚
西町シルバーほがらか会 雑巾560枚
釜口 武子 紙おむつ４袋
星野 啓子 紙おむつ51袋
酒肴大衆ばる青挑 布マスク68枚

井上 喜代子 雑巾50枚・手作りマスク40枚
手作りペットボトルケース15個

原 イツ子 紙おむつ３箱
南桜井ローズタウン自治会 アルファ米50食分×２箱
小野 冨子 タオル381枚
匿名（10件） 市内共通商品券5,500円分

食料品33点
お米45kg
紙おむつ２袋
マスク75枚

ちんげん菜とベーコンの
豆乳スープ煮

相 談 室 のご案内
○ 心の相談（臨床心理士による相談）
　  　予約制（当月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

※当面の間、電話相談になります。

　材料（4人分）
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