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令和３年11月１日発行

社協は地域の社協は地域の
サポサポーータターー
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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 ケアラーについて知ろうケアラーについて知ろう

オレンジカフェとはオレンジカフェとは！！
　地域で認知症の人やその家族が
気軽に過ごす場所として、「オレ
ンジカフェ」が市内各地で開催さ
れています。
　オレンジカフェは、認知症の人
やその家族、医療や介護の専門職、
地域の人など、誰もが気軽に参加
できる「つどいの場」です。
　活動の内容は様々ですが、認知
症の人やその家族どうしが情報交
換するだけでなく、医療や介護の
専門職に相談ができ、地域の人と
の交流の場になっています。

オレンジカフェオレンジカフェ
での様子での様子

オレンジカフェオレンジカフェでで
制作した作品制作した作品
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特別会員（順不同・敬称略）　１口　10,000円

会  費  実  績（R3.10.8現在）

 社協会員にご協力いただいた皆さま

粕壁地区…………3,578,559円　　内牧地区…………1,486,000円　　武里地区…………4,129,800円
豊春地区…………3,342,550円　　幸松地区…………2,815,900円　　豊野地区…………2,104,200円
庄和地区…………3,261,300円　　武里団地ほか…………89,363円� （合計金額　20,807,672円）

一般会員

賛助会員（順不同・敬称略）　１口　3,000円
●326口　各民生委員・児童委員
●１口　�　髙橋七郎／稲川トミエ／ボランティアキャラバン�オクト

●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)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
春日部市商業協同組合
春日部市豊野工業団地協同組合
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
埼玉県石油業組合春日部支部
(福)恩賜財団済生会支部埼玉県済生会彩光苑
(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
(福)弘颯会�特別養護老人ホーム豊潤館
(福)清寿会�清寿園
(福)庄和和合会��特別養護老人ホーム庄和和合
(福)朋映会�春日部勝彩園
(福)米島会�小島保育園
(福)孝楽会�在宅複合施設孝楽園
(福)福一会�特別養護老人ホームフラワーヒル
(福)隼人会�武里まきば園

(福)春日部福祉会�百合の郷
(福)子供の町�子供の町・エンジェルホーム
(福)かがやき�特別養護老人ホームひかり
(福)かがやき�特別養護老人ホームそら
(医)庄和中央病院
甲府水道土木（株）
（株）アマチャ
中央プリント（株）
（株）石原造園土木
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）
（株）丸山製作所
アイル・コーポレーション（株）
アオイ土地建物（株）
太平ビル管理（株）
（株）アリム
（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
（株）花勝葬祭
（株）高橋医科器械店
（株）興文館
泉工医科工業（株）

（株）あおぞらネット�武里ひばりデイサ
ービス
（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）めん房朝日屋
（有）光商事
（有）あすま商事
（有）やまや新館
（有）さいかつ葬祭センター
上原商事（有）
（有）エール
くし田商会（有）
東武電気商会
(特非)ＭＣＫコミュニティ
(特非)成年後見センターあい
(特非)たねまき
春日部市吟道連盟
囲碁愛好会
ゆうゆう
アマービレピアノ音楽教室
廣岡忠義
上原十九三・幸恵
髙橋晃
木村好子

ご協力ありがとうございましたご協力ありがとうございました
令和３年度社会福祉協議会会員募集報告令和３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。
　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。
　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、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
20,807,672円 987,000円 820,000円 22,614,672円

(一社)…一般社団法人　(福)…社会福祉法人　(医)…医療法人社団　(株)…株式会社　(有)…有限会社　(特非)…特定非営利活動法人
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①　社協にお問い合わせください。（048-762-1081）
②　社協職員と自動販売機設置業者が訪問し、現地を確認します。
③　立地や設備等を考慮し、自動販売機設置の可否を判断します。
④　設置可能な場合、自動販売機を設置します。

※ 電気代や設置に係る費用の負担はありません。
※ 現地確認の結果、設置できない場合があります。

設置までの流れ

　社協では、今後さらなる地域福祉の推進を目指していくため、社会貢献活動の一環として、
ご自宅・アパート・マンションの敷地の一角や、会社、店舗、駐車場などの空きスペースを
自動販売機の設置場所として、ご提供くださる方を募集しています。本事業の趣旨にご理解
いただき、ご協力をお願いします。

社会貢献型自動販売機の設置社会貢献型自動販売機の設置

○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://akaihane310.com

第74回赤い羽根第74回赤い羽根
共同募金運動共同募金運動

ご協力をお願いしますご協力をお願いします

運動期間：令和３年10月１日㈮～令和４年３月31日㈭

　今年も10月１日（金）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をお
願いしていますが、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
力お願いします。

● 赤い羽根
18,635,591円

● 歳　末
5,046,502円

昨年度、春日部市支会に昨年度、春日部市支会に
お寄せいただいたお寄せいただいた
善意の募金金善意の募金金

設置に協力いただける方を募集しています設置に協力いただける方を募集しています！！



ケアラーについて知ろうケアラーについて知ろう 11月はケアラー月間です

マンガで知るケアラー

ケアラーとは？

　ケアラーを地域で支えるために、まずはケアラーについて知ることから、
第一歩をはじめましょう！

　ケアラーを知る第一歩として、地域包括ケア漫画 ～みんないつかは年をとる～ を紹介します。
　埼玉県のホームページに掲載されている「地域包括ケアシステム」について理解を深める漫画です。高齢者の社
会参加や認知症の理解、介護者支援などをテーマとした全 11 巻の物語が公開されています。
　その中でも、親の介護編、介護者支援編、ヤングケアラー編は、ケアラーが抱えている悩みや辛さを、周囲のサ
ポートで少しずつ乗り越え、希望を見出していく内容となっています。ぜひご覧ください。

ケアラー実態調査（2020 年）から…

地域包括ケア漫画 ～みんないつかは年をとる～ は、
こちらの QR コードからご覧いただけます。

　ケアラーとは高齢、身体上、精神上の障害又は疾病等により援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対
して、無償で介護、看護、日常生活上の世話その他の援助を行っている人のことを言います。
　ケアラーの中でも、18 歳未満の人はヤングケアラーと定義されています。

　埼玉県が実施したケアラー実態調査では、県内の家族介護者の 3 人に 1 人が「介護を頼める人がいない」と回答し、
ケアラーの孤立が浮彫りになりました。また、悩みについての質問では、半数以上のケアラーが「心身の健康」をあ
げており、将来の見通しがわからない介護は、ケアラーのこころとからだに大きな負担がかかることがわかりました。

●障がいのある子どもの子育て・障がいのある人の介護をしている
●健康不安を抱えながら高齢者が高齢者をケアしている
●仕事と病気の子どもの看病でほかに何もできない
●仕事を辞めてひとりで親の介護をしている
●遠くに住む高齢の親が心配で頻繁に通っている
●目を離せない家族の見守りなどのケアをしている
● �アルコール・薬物依存やひきこもりなどの家族を�
ケアしている

● �障害や病気の家族の世話や介護をいつも気に�
かけている
一般社団法人日本ケアラー連盟ホームページより

パソコンの方は「地域包括ケア漫画」で検索

こんな人がケアラーですこんな人がケアラーです

　現在、息子さんと妹さんのケアを行っている、ケアラー歴30年の筒井さん ( 春日部市在住 ) にお話し
をうかがいました。

●● どのようなケアをされていますか？どのようなケアをされていますか？
　息子は脳性麻痺による重度の障がいがあるため、生活全般にわたり介護が必要です。生活介護や地域活動
支援センター、短期入所施設を利用しながら、自宅でケアをしています。妹は脳幹出血の後遺症で片麻痺が
ありますが、一人暮らしをしているので、掃除や買い物、食事を作って届けるなどのケアをしています。

●● ケアラーを支援するサービスを教えてください？ケアラーを支援するサービスを教えてください？
　息子が学生の時は、児童デイサービスが助かりました。特別支援学校の放課後に児童デイサービスを利用
することで、同年代の友達と過ごすことができ、自分はその間に仕事をすることができました。
　現在は、短期入所施設を利用していますが、息子と数日間離れていることで、ケアをしている自分だけで
なく息子もリフレッシュでき、帰宅後はいつもより笑顔が増えているようです。

●● 今のお悩みは？今のお悩みは？
　息子のこれからの居場所探しです。
　30 歳を過ぎたので、息子が自分らしく過ごせるような居場所を探しています。また、親と過ごす時間が
ストレスになっているようなので、同年代の方と出掛けたり、交流できるような機会があればいいのにな、
と思います。

●● ケアラーとして心掛けていることは？ケアラーとして心掛けていることは？
　自分が健康でいられるように、忙しくても必ず定期健診を受けています。母を
ガンで亡くしたこともあり、がん検診も必ず受けています。

●● 最後に一言どうぞ最後に一言どうぞ
　医療の進歩により、医療的ケアの必要な子どもが増えています。また、高齢化に
より介護を必要とする高齢者も増えています。まず、介護の仕事に就く方が増えな
くては、ケアラーの負担が減ることはありません。介護の仕事に興味を持っていた
だき、ケアラーを支援してくれる介護職員がもっと増えてほしいと思います。

　ケアラーについて、より身近に感じることができました。貴重なお話ありがとうございました。

地域包括支援センターはケアラー支援窓口です。

その他、ケアラーに関係する、健康・障がい・疾病・子育て・仕事・教育に
関する埼玉県の相談窓口は、こちらの QR コードからご確認ください。

パソコンの方は「埼玉県 ケアラー 相談窓口」で検索

　お住まいの地区には地域包括支援センターがあります。（市内に 8 ヶ所設置）
　地域包括支援センターは地域の高齢者支援が主な活動となりますが、高齢者介護をしている人（ケアラー）を支
える機関でもあります。
　地域包括支援センターは介護をする人を支える家族介護者支援員となり、ケアラーのさまざまな困りごとや悩み
などの相談を受け、医療・行政・専門機関と連携を図りながら対応しています。
　また、同じ悩みを抱える方の支援として、ケアラー介護者の集い・認知症家族会等の紹介を行っています。

※ 地域包括支援センターについては、春日部市役所のホームページをご覧ください。
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　埼玉県の高齢化は全国的に見て極めて早いスピードで進み、団塊の世代の方々がすべて 75 歳以上になる 2025 年には、5 人に 1 人が 75 歳以上の後期高齢者になると予想されています。それにともない、
介護を担う人の負担が大きな問題となっています。「だれもが介護をして介護をされる時代」の到来に先駆けて、埼玉県は 2020 年 3 月にケアラー（介護者）を支援する全国初のケアラー支援条例を制定しました。
　ケアラー支援条例では、ケアラーが孤立することのないよう社会全体で支え、すべてのケアラーが個人として尊重され、健康で文化的な生活を営むことができるように謳われています。

ケアラーインタビュー



お知らせ広場

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。地域の皆さんの
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>11/30（火）13:00～15:00　　　<２日目>�12/１（水）13:00～15:30
　「子どもの健康と安全について」　　　　　　「保育の心構えと子どもの接し方」

会　場：庄和社会福祉センター　　申込・問合せ：ファミリー・サポート・センター�048-755-2324

たすけあい

専任職員Ⅱ種(パート)

職員募集

利用者募集

●あしすと春日部デイサービスセンター

　住　所：�春日部市中央2-24-1・八木崎駅より徒歩７分
問合せ：あしすと春日部デイサービスセンター
　　　　048-762-1081

　明るいスタッフが皆さまに笑顔を提供します！

●ゆっく武里デイサービスセンター

　住　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

 　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？

●あしすと地域活動支援センター

　住　所：�春日部市中央2-24-1・八木崎駅より徒歩７分
問合せ：あしすと地域活動支援センター
　　　　048-762-1081

　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を 
お持ちの方、是非一度見学にいらしてください。随時受付中です。

訪問型サービスＡ従事者養成講座
　春日部市介護予防・日常生活支援総合事業における
「訪問型サービスA事業」（身体介助を伴わない生活援
助のサービス）へ従事するための養成講座を開催しま
す。市が指定する団体の従事者として新たに勤務する
ためには、養成講座の受講・登録が必要となります。

日　時
<１日目>12/23（木）10:00～16:10
<２日目>12/24（金）10:00～16:20

会　場：あしすと春日部
定　員：�講座受講後、市内訪問型サービスA事業所にて

就業意欲があり2日間受講可能な方10名

費　用：テキスト代1,430円
申込・問合せ
　12/3㈮までに地域福祉担当まで

講　座

〇�給与は966円～1,600円、職種により処遇改善手当がプラスされます。
〇�勤務地は、春日部市内にある9つの事業所のいずれかとなります。

まずはご登録ください！  ご希望に合ったお仕事を紹介します！！

詳細は、社協ホームページをご覧ください。

デイサービス
介護職員

【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

訪問介護
登録ヘルパー

【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

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

デイサービス
運転手

【業務内容】
●�送迎車の運転

【資格】
●��普通自動車運転免許

登  録
専任職員Ⅱ種登録申込書を
社協へ提出

紹  介
社協から勤務日・勤務時間・
勤務地等の提示

勤務条件が
合　　　致 契  約 勤  務

開  始

勤務開始までの流れ

現在募集している職種

急募
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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！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　https://www.kasukabeshishakyo.or.jp

←←

地域の困りごとアンケートへのご協力をお願いします
　社協では、「ともに生きる豊かな地域社会」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（支えあいの）集まりがあるよ」などを教えてください。�
　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ます。
　アンケートについては、右記QRコード又はあしすと春日部・庄和社会福祉センターの窓口、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。�
　皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

おねがい 

いっしょに活動しませんか？ボランティア掲示板ボランティア掲示板

ボランティアパートナーとは？
　各ボランティアセンターに
おけるボランティア相談対応
や社協が主催する事業への協力 
などを通じて、ボランティア 
活動の推進を行う地域住民の
方です。

　現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
原則 月・水・金10時～16時で開所しています。ボラン
ティアに興味のある方はお気軽にご相談ください。
● 浜川戸ボランティアセンター　TEL：048-763-3335
● 牛島ボランティアセンター　　TEL：048-763-8957
● 武里ボランティアセンター　　TEL：048-733-3380

ボランティアセンターをご活用ください！！
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子どもの居場所づくり
学習支援ボランティアを募集しています。

福祉機器お手入れボランティアを募集します

　定期的に学習ができる場をつくることで、子どもが安心して過ごせる居場所づくりへつなげていくことを目的とする
ボランティア活動です。
　基本的には授業ではなく、自分で学ぶ自習形式となり、ちょっとの手助けが必要な時に力を貸してくれる方を募集しています。
　子どもの居場所づくりに興味がある方、一緒に活動してみませんか？

　社協では、誰もが地域の一員であるという意識の醸成、また福祉に関する問題や活動への興味を促し、地域活動へ
の参加を通して地域づくりにつながるよう福祉教育を推進しており、その一環として福祉機器を貸出しています。�
これらの福祉機器は、多くの方にご利用いただけるよう、定期的な清掃や修理が必要となります。

〈裁縫・修理ボランティア〉
①�アイマスクのゴム交換や縫い付け
②�福祉機器のほつれ・ほころびの補修
※�手縫い・ミシン縫いは問いません
期　　間：12月中旬（予定）
活動場所：各ご家庭

〈清掃ボランティア〉
①�車いすの清掃・消毒� ②�福祉機器の清掃・消毒
期　　間：①　毎月１回　②　不定期　　活動場所：あしすと春日部など
申込期限：令和３年11月30日（火）
※�申込多数の場合、途中で受付を締め切らせていただく場合があります
問合せ��地域福祉担当　048-762-1081

募集内容：�主に中高生の学習支援をしてくださる方。年齢不問。大学生の方も大歓迎です。
　　　　　※�見守りは社協ボランティアパートナーが行ないます。
日　　時：原則�毎月第２・4�木曜日　　時　　間：17:00～19:30
活動場所：あしすと春日部　　　　　　�問 合 せ　地域福祉担当　048-762-1081

大学生も歓迎！
学びを地域活動につなげよう！



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 86,000 
ダイセーロジスティクス（株）春日部DC・春日部TC 50,000 
佐久間 勝 10,000 
刃物研 5,218 
井上 建二 10,000 
株式会社サン企画 4,237 
間瀬 敬仁（２件） 20,000 
ふれあい募金箱 1,884 
匿名（７件） 37,759 

物品寄贈（敬称略・順不同）

髙橋　晃 お米120㎏
明治神宮崇敬会春日部支部 洗剤20箱
井上 喜代子 ぞうきん50枚
小川　優 お米180㎏

下笠 ルミ子 車イス1台・吸水マット1袋・尿
取りパット1袋

佐藤 大介 不織布マスク22箱
武里団地自治会協議会 アルファ米非常用保存食55㎏
林　悦雄 紙おむつ５袋・尿とりパット２袋
匿名（15件） 食品 44 点・日用品 319 点

ココつな便（敬称略・順不同）

野口農園 お米27㎏
坂木 恒次 じゃがいも19.8㎏・玉ねぎ15.8㎏
菊地 美紀 食品６点・日用品93点
三本木自治会　百楽会 じゃがいも40㎏

春日部西ロータリークラブ パイナップル35個・玉ねぎ100㎏・
お米370㎏

下笠 ルミ子 タオル24枚
石川 英和 洗濯洗剤本体１本・詰め替え12袋
内山 厚一 じゃがいも10.5㎏・はぐら瓜10本

匿名(16件) 食料品147点・日用品395点・
現金550,000円

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。

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

♥皆さまからの皆さまからの温かい善意かい善意
（令和３年６月１日～令和３年９月30日）（令和３年６月１日～令和３年９月30日）

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〉

　皆さまからのご寄付は、社協のさまざまな事業を行うう
えで、大きな支えとなっています。
　皆さまからのあたたかいご寄付をお持ちしています。

　前号、「あしすとNo.48」の福祉資金（P8）に誤りがあり
ました。お詫びして訂正します。

[誤]  刃特研　　[正]  刃物研

お詫びと訂正お詫びと訂正

　　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  ジャガイモ、人参は大きめの“いちょう”または“乱
切り”にする。玉ねぎは“くし切り”にしておく。

②  ほうれん草は、茹でるかレンジにかけ、加熱したら水
に取り、３cm程度に切っておく。

③ サバ缶以外のＡの具材を鍋に入れ、強火にかける。
④  沸騰したらサバ缶を入れ、弱火で５分程煮る。Ｂの調

味料を入れ落とし、蓋をして弱火で15分程煮る。
⑤  器に盛り付けて、彩りにほうれん草をのせて完成です。

肉の代わりにサバの缶詰を使用して作るお手軽料理です！
サバには不飽和脂肪酸のDHAやEPAが含まれ、動脈硬化を予防します！

　　さば☆ジャガ　　

ジャガイモ………400ｇ
人 参 …………………1 本
玉 ね ぎ ……………… 1個
サバ水煮缶…………1 缶
ほうれん草………1/4 束
水 …………………600ml

A
酒………………大さじ２
砂糖………………１・1/3
みりん…………大さじ５
醤油……………大さじ５

B

寄付金は税金の控除の対象になります！
　◆ 個人の場合

�　確定申告によって、所得税・住民税が還付される場合が
あります。確定申告時に、「所得控除」か「税額控除」のど
ちらかを選択できます。

　◆ 法人の場合
　「特定公益増進法人に対する寄付金」として、一定の限度
額までが損金算入の対象となります。

※詳しくは、所轄の税務署等へお問合せください。

1人前
398kcal

　作り方

　材料（4人分）

義援金を募集しています
　祉協では、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熊本県南豪雨義援金
　受付期間：令和４年３月31日まで
②令和３年大雨災害義援金
　受付期間：令和４年３月31日まで
③令和３年長野県茅野市土石流災害義援金
　受付期間：令和４年３月31日まで
④平成30年７月豪雨災害による義援金
　受付期間：令和４年６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。
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