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第8回 加須市社会福祉推進大会
平 成３０年２月１７日（土）

入場
無料

パ ストラル か ぞ 大 ホール
開 場
開 演
第一部
第二部

12時４５分
13時３０分
13時45分 式
典
14時40分 特別講演

テーマ
「心とからだが変わる 笑医（わらい） の力」
記念講演
講
師

高柳 和江 医師

社会医学系専門医・指導医、医学博士、
一般社団法人 癒しの環境研究会 理事長、
笑医塾塾長、医療法人社団 葵会 理事

放送大学講座「患者による医療」
「かしこくなる患者
学」は、それぞれ受講率第2位！
「世界の上手な講演
者2,000人」の1人に選ばれています。

【主な内容】
お知らせコーナー
あけぼの園の紹介
介護事業所の紹介
秋のイベント報告
金婚夫婦インタビュー 〜連れ添って半世紀〜
平成29年度社会福祉協議会会費の報告
会長だより、大会表彰、寄附一覧、連絡先

加須市社協だよりは、
共同募金配分金や社協会費を活用して発行されています。
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家族の絆をテーマに︑小さな子
どもから大人まで楽しめる歌とダ
ンスによるコンサートです︒
子育てを頑張るパパママに船長
がエールを送ります︒みなさんの
参加をお待ちしています︒
出 演 歌う海賊団ッ ！
と き 平成 年
１月6日︵土︶
開場
時 分
開演
時
ところ パストラルかぞ
小ホール︵先着順︶
入場料 無料
市内在住・在勤の方ならどなたで
も入場できます︒
後 援 加須市・
加須市教育委員会
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介護者の皆さん︑日頃の悩みや体験を語り合い︑交流を
深めませんか︒また︑健康のミニ講話もあります︒
と
き 平成 年２月6日︵火︶
時〜 時 分
と こ ろ 加須市騎西老人福祉センター2階 和室
◎内
容 ①血液から見るメタボへのサインとその改善
法︵加須市健康づくり推進課︶
②交流会
対
象 加須市在住で︑在宅で介護されている方︑介
護していた方
定
員
人
参 加 費 100円
申込・問合せ 各支所へ
※健康診断の結果等がありましたら︑ご持参ください︒

車いすを貸出し
しています

※各支所で福祉車両︵車
いす同乗車両︶の貸出しも
行なっています︒

対 象 者 利用者が市内
在住の方︵介護保険
で︑要介護1以下の
方︶
利 用 料 無料
貸出期間 3 ヶ 月 以 内
︵継続して使用する
場合は︑さらに3ヶ
月の範囲内まで延長
できます︒︶
申 込 み 各支所で受付︒
詳しくはお問い合わ
せください︒

障がいをお持ちの方や︑
高齢者︑怪我などで一時的
に歩くことが困難な方に対
して︑車いすの貸出しを行
っています︒

!!

こころの健康講座参加者募集

うつ病についての基礎知識と接し方を一緒に学んでみま
せんか？
と
き ①平成 年2月2日︵金︶ 時〜 時
〇うつ病の特徴と接し方を学ぼう！
②平成 年2月9日︵金︶ 時〜 時
〇ボランティア活動に向けてのメッセージ
と こ ろ ①市民プラザかぞ301C会議室
②市民プラザかぞ女性センター活動室
対
象 メンタルヘルス︑ボランティアに興味のある
人
講
師 ①不動ヶ丘病院長 岡安美紀生 先生
②NPO法人地域活動支援センター
﹁こすもす﹂代表 鈴木君代 氏
定
員
人
参 加 費 無料
申込・問合せ 各支所へ
20

在宅介護者リフレッシュ事業参加者募集
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平成 年１月 日︵水︶
時 分〜 時 分まで
加須市社会福祉協議会本所会議室
無料
成年後見・遺言・相続及びその活用の相談︑突然の病気・事
故による療育看護や財産管理上の問題の相談
加須成年後見支援センター会員
当日︑直接ご来場ください︒
加須成年後見支援センター
︵石井さん ０８０ ６６３５ ２１９６︶
13

成年後見・遺言なんでも相談会
き

ところ
相談料
内 容
相談者
申込み
問合せ

30
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20
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﹁ 歌 う 海 賊 団ッ！﹂親 子コンサート

お知らせコーナー

「 あ けぼの園」の 紹介
◎あけぼの園作品展
９月２日（土）に作品展を実施しました。昨年度までは
パストラルかぞで行っていましたが、今年度は会場を変え
て活動場所である「あけぼの園」で行い、隣接している三
俣コミュニティセンターや加須消防署にも協力をいただき
ました。
当日は、陶芸や織物、ブルーベリーなどを販売し、日ご
ろの活動を発表しました。多くの地域の皆さまに、「あけ
ぼの園」について知っていただきました。これも、多くの
ボランティアに協力をいただいた結果だと思います。あり
がとうございました。

◎織物事業
あけぼの園の自主製品として裂き織を作っています。裂き織とは、着物・浴衣・古布を裂いて、麻糸など
と共に織り上げた再生布を作る技法のことをいいます。
当園の就労継続支援Ｂ型に通う利用者さんが、毎日こつこつと丁寧に織った反物は、縫製ボランティアさ
ん８名の手によって、一点物のバックや洋服、小物などの製品となり、様々なイベントで販売しています。
また、注文販売やあけぼの園での販売もしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

販売品
不用になった着物・浴衣・古布が
ございましたら、
ご連絡ください。
厚い生地は使えない場合も
ございますのでご了承ください。
ご寄附くださった方には、
粗品をプレゼントいたします。

作業風景

問い合わせ先
あけぼの園（担当：内田）
０４８０−６３−２０１０

◎第23回ホットハートフェスティバルに出店します
ホットハートフェスティバルとは、近隣の障害者作業所等が参加するイベントです。会場では福祉施設等
に通う方々が、それぞれの施設で手作りしたさまざまな製品を展示販売いたします。他にもステージでコン
サートの催しも行います。
あけぼの園では、陶芸の皿や茶碗、裂き織のバックやベスト・小物、手作りのジャムなどを展示販売しま
すので、多くの方のご来場をお待ちしています。
日
場

時：平成３０年１月１９日（金）〜２１日（日）
１０時〜１９時
所：モラージュ菖蒲 滝のコート
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介護事業所の紹介
北川辺デイサービスセンター
介護・支援の認定を受けた方を対象に日帰りによる介護サービスを行っています。
ご自宅から当施設まで送迎し、健康チェックや入浴、食事、レクリエーションなどを実施しています。
一日の流れ

今年９月にデイサービス
の利用者のおひとりが100
歳を迎え、皆さんでお祝い
をしました。誕生日ケーキ
は、利用者さんのご要望に
よりたくさんのフルーツを
のせた手作りケーキです。
いつまでもお元気で

9:10〜
9:40〜
11:45〜
12:00〜
13:00〜
14:00〜
16:20〜

求 人

年間行事
春

ひな祭り、
運動会
夏 七夕、夏祭り
秋 敬老会、遠足
冬 クリスマス会
初詣、節分
年間を通して、おやつ作り
や誕生会、100歳のお祝い
等様々な行事を行ってい
ます。

迎え
あいさつ
健康チェック
入浴
誤嚥予防体操
昼食
お昼寝
レクリエーション
おやつ
送り

昼食はすべて
手作りです

時給／1,220円
看護師
資格／准看護師以上
募集!
勤務／8:30〜17:15 平日週3日程度
時給／1,000円
運転手
資格／普通免許
募集!
勤務／1日2.5時間 平日週3日程度

北川辺デイサービスセンター
住 所
連絡先

加須市柳生50−1
0280-62-4000

ヘルパーステーション
訪問介護員（ホームヘルパー）がご自宅に訪問して、入浴、排せつ、食事
等の身体介護や日常生活上の世話、掃除、洗濯等の生活援助を行い、介護が
必要な方が住み慣れた我が家でより快適な生活が送れるよう支援します。
※本人以外のためや日常生活上の家事の範囲を超えることなどは対象外となります。

サービス内容
○介護保険事業(予防訪問介護・訪問介護)
身体介護…食事介助、排泄介助、入浴介助等
生活援助…掃除、調理、洗濯、買い物等

○産後支援ヘルパー
派遣事業（加須市委託事業）
家事支援…家事全般

○障がい福祉サービス居宅介護事業（加須地域、北川辺地域）
身体介護…食事介助、排泄介助、入浴介助等
家事援助…掃除、調理、洗濯、買い物等

加須ヘルパーステーション
住 所 加須市三俣1丁目10-4
連絡先 0480-62-6451

騎西ヘルパ―ステーション
住 所
連絡先

加須市根古屋633-2
0480-70-2816

北川辺ヘルパーステーション
住 所
連絡先

加須市柳生50-1
0280-62-4000

求 人
登録ヘルパー
随時募集！

時給／1,200円（＋交通費：1件につき200円）
資格／ホームヘルパー2級以上又は介護職員初任者研修修了者
4

施しました。今年度より、すべての地域で
社協支部が中心となり開催し、長寿と金婚
をお祝いしました。また、地域の子どもた
ちなど多くの方にご協力をいただきました。

9月7日㈭と14日㈭の2日間、男性を対象
とした料理教室を実施しました。今まで料
理をほとんど作ったことがない参加者が多
く、料理が始まると元気のいい声が響き渡
り、和気あいあいとした雰囲気の中、貴重
な時間を過ごしました。

講座〜入門課
仕員養成
程〜
奉
手話

加須市社会福祉協議会では︑この秋たくさんの地域福祉に
かかわるイベントを開催しました︒その一部を紹介します︒

9月〜10月にかけて各地域で敬老会を実

秋 のイベント報 告

男の料理教室

敬老会

ボランティア講座
傾聴

10月13日㈮に、5月12日㈮から始まった約６か月
間の手話奉仕員養成講座の入門課程が終わり、13名
が修了証を受け取りました。手話は難しいと感じる
受講生が多いようでしたが、少しずつ上達していき、
手話の楽しさを学べたと同時に、次のステップにつ
ながる講座となりました。

コミュニケーション能力の中で重要な技術であ
る「傾聴」を10月5日㈭、12日㈭の2日間でグルー
プワークやロールプレイを通して楽しく学びました。
19日㈭は、デイサービスセンターで実践を行いまし
た。講座終了後、参加者有志11名によりボランティア
グループが結成され、今後の活動が期待されます。

い児者バスハイク
障が

い者交流事業
障が

11月11日㈯、障がいのある
方とその家族を対象に群馬県に
ある「田園プラザかわば」へ行
き交流事業を実施しました。当
日は、気温が低く寒い1日でし
たが、木工体験を楽しんだり、
川場の豊かな自然の中を散策し
たり、充実した1日を過ごすこ
とが出来ました。

１１月８日㈬、
加須ロータリーク
ラブ様、
加須手打ちうどん会の皆
様、
商工会事務局にご協力いた
だき、
障がい者交流事業「うどん
打ち」を加須市商工会館で行いま
した。視覚障がいをお持ちの方と
その家族、
そしてボランティアの
方、
総勢19名、
うどん打ちに懸命
に取り組み、
深まりゆく秋のひと
時を楽しみました。
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民まつりに参
地域市
加
須
加

10月15日㈰に加須地域市民
まつりでケアマネージャーによ
る介護相談会を行いました。雨
天のため、会場はパストラルか
ぞの中となりましたが、チラシ
配布による社協ケアプランセン
ターのＰＲや、現在介護をして
いる方の介護相談を行いました。

博 また長男が一緒に住んでくれて︑いつも
孫たちの顔が見られることも幸せなことだと感
じています︒

こまっちゃうな（山本リンダ）

しあわせだなぁ（加山雄三）
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■長年︑仲良くできる秘訣は
光子 ﹁体が健康であること﹂と﹁何でもプラ
スに考える﹂ことです︒また︑夫が仕事で忙し
かった頃は︑あまり夫婦げんかをしませんでし
たが︑退職後︑顔をあわせる機会が増え︑よく
けんかをするようになりました︒
博 けんかができる関係でいることも︑長年
夫婦でいるためには必要なのかもしれません︒

流行語

本会では︑
今年も敬老会
で︑金婚︵結
婚 年︶を迎
えられた御夫
婦をお祝いし︑
記念品を贈ら
せていただき
ました︒
その中から
外田ケ谷︵騎
西地域︶にお
住まいの網野
博さん︵ 歳︶
光子さん︵ 歳︶御夫婦にご登場いただき︑結
婚されてから今日までを振り返っていただきま
した︒
︵インタビューと構成は編集部︶

日本テレビ系「笑点」放送開始

■ご登場いただいた網野御夫妻は︑今年︑結婚
年を迎えましたが︑手続き上︑今年度の敬老
会でのお祝いとなりました︒公的介護サービス
が少ない時代に︑在宅介護で苦労する中︑お互
いを思いやり助け合いながら夫婦の絆を深めて
きた様子が伺えます︒その貴重な経験を皆様に
お伝えするため︑金婚を迎えた御夫婦を代表し
て紹介させていただきました︒

日本の総人口が1億人突破

■結婚後の生活は
博 仕事が忙しく︑結婚式を挙げることもな
く︑金婚を迎えてしまいました︒結婚後間もなく︑
母の介護が必要になりました︒当時は︑親の介
護を自宅でする時代でした︒食事︑入浴︑トイ
レなど日常生活のあらゆる状況に介護が必要で︑
母から目を離せませんでした︒自宅での介護が
難しくなった頃︑地元に特別養護老人ホーム
﹁多賀谷寿光園﹂ができ︑そこへ母が入所する
ことになりました︒環境が変わったため︑入所
してからも︑母の状態は落ちつかず︑施設から
の電話が絶えませんでした︒私は仕事で家を空
けることが多く︑妻は本当に大変だったと思い
ます︒母は平成2年に 歳で亡くなりました︒
当時︑家族を介護していた方々は︑同じような
苦労をされたのではないでしょうか︒
光子 当時の介護は︑情報があまりなく︑自
由にできた部分もありましたが︑自分で考えて
やらなければならず︑大変なことが多かったで
す︒その経験は︑義母が亡くなった後︑同じ悩
みを抱えている方へのアドバイスとして活かさ
れています︒

ビートルズ来日

71

50

■金婚を迎えられての率直な感想は
博 現役で働いていた頃は︑仕事が忙しく家
庭をかえりみる余裕がありませんでした︒ 年
は長くもありますが︑一方で︑もうそんなに経
ったのかと感慨深い思いです︒
光子 このような日を迎えられるとは︑結婚
した当初は思っていませんでした︒

23,300円

大学卒初任給

■ 年間で︑一番つらかったことは
博 仕事や母の介護で忙しく︑妻や子どもた
ちを︑家族旅行に連れていけなかったことです︒
それでも︑息子や二人の娘は素直に成長してく
れました︒

主な出来事

90

■ 年間で︑一番うれしいことは
光子 長女・次女・長男に2人ずつ子どもが
いて︑その6人の孫と1人のひ孫たちに﹁おば
あちゃん﹂
﹁おじいちゃん﹂と呼ばれることです︒

1966年（昭和41年）

74

51

51

網野さんご夫婦が結婚した

― 連れ添って半世紀 ―

■お二人の出会い︑結婚の決め手は
光子 私の兄と夫が友人という縁で︑知り合
いました︒おつきあいをはじめると︑夫はよく
義母の話をしました︒家族思いの様子がうかが
え︑この人ならば︑私のことも大切にしてくれ
ると思い︑結婚を決めました︒

価

物

50

50

金婚夫婦インタビュー
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平成29年度社会福祉協議会会費の報告
今年もご家族や企業・篤志家の皆様によりご協力いただき、ありがとうございました。
皆さまよりいただいた浄財につきましては、本会の社会福祉事業に充てさせていただきます。
平成29年11月15日現在

一般会員
500円

賛助会員
1,000円

協力会員
3,000円

団体会員
5,000円

特別会員
10,000円

15,256,800円

166,000円

192,000円

470,000円

670,000円

※500円未満の寄附金も上記に含まれています。

総

額

16,754,800円

5,000円以上ご協力いただいた方で、掲載のご承諾をいただいた方々を紹介させていただきます。
（順不同・敬称略）

加

須

地

域

《特別会員》 ○ 医 福島小児科医院 〇 医 社団弘人会中田病院 ○新井裕之 ○ 医 柿崎耳鼻咽喉科医院 〇㈱埼玉
りそな銀行加須支店 ○ 医 成慶会本町福島クリニック 〇矢嶋医院 〇 医 藍生会不動ヶ丘病院 ○ 医 神沼整形外
科医院 ○藤倉濟 〇小林京染店 〇八百善三俣支店 ○龍蔵寺 ○ 医 加藤こどもクリニック ○塩崎歯科 〇㈱
いずみ寿司 〇坪井良雄 〇難波雅子 〇松永喜芳 ○ 医 十善病院 ○（社福）
愛の泉愛泉苑 〇（社福）
愛の泉あい
せんハイム 〇田村弘幸 〇熊倉敏雄 ○サイレキ建設工業㈱ ○田島重次 ○
（社福）さきたま会みずほの里 〇北
埼食肉センター事業協同組合 〇㈱アプロンアパレル 〇㈲梶原玩具製作所 〇松村二郎 〇㈱オートセンター田沼
○野中信孝 ○（社福）潤青会利根いこいの里 ○篠﨑医院
《団体会員》（社福）戸不の会不動岡保育園 〇（社福）加須福祉会みつまた保育園 ○（社福）戸不の会戸川保育園
○㈱シープランツ 〇㈱横川興業 〇㈱むさしの村 〇中田屋㈱加須工場 〇ヤマケイプレコン㈱ 〇㈱須賀 〇 医
松村医院 〇長昌院 〇松敬産業㈱ 〇松村歯科医院 〇町田由男 ○徳性寺 ○㈱三笑 〇荒木豊 〇武正信彦
○中村悟 〇篠崎功二 〇本多隆弘 〇神藤峯夫 〇蓮見久子 〇新井照男 〇吉澤まゆ子 〇池田一夫 〇佐藤定
男 ○梅澤清眞 ○野中忠彦 ○野中重男 ○山口榮一 〇石川登美雄 ○野中明 ○野中定男 ○木村秀夫 ○立
川圭子 ○野中美恵子

騎

西

地

域

《特別会員》 〇㈱埼玉りそな銀行騎西支店 〇㈲田島住宅設備 〇㈱ジャパンビバレッジイーストさいたま北支店
〇斉藤糧穀㈱ 〇㈲蓮沼塗装工業所 〇正三郎 〇石田プレス工業㈱ 〇㈱太陽 〇㈲橋本設備工業 〇㈱デリカ
ナカムラ 〇㈱大宮レンズ 〇村田電気工業㈱ 〇㈲竹内農機 〇㈲富士会館 〇㈱野本鉄工建設 〇坂本保次 〇岡
田一夫 〇関口富男
《団体会員》 〇㈱釜屋 〇ほくさい農業協同組合騎西中央支店 〇埼玉懸信用金庫騎西支店 〇石井自動車運輸㈲
〇㈲うなぎ荒川 〇㈱日研コンサル埼玉支店 〇㈲ヘアーサロンウチダ 〇㈲わたや食品 〇㈲関口美化工業 〇㈲
田口工業 ○石橋造園 〇㈲濱島建設 〇㈲内藤石油 〇浜野被服㈱ 〇松井産業㈲ 〇青木被服㈱ 〇㈲ラピスト
〇㈱高輪製作所 〇㈱細野精密 〇㈲若山運送加須クリーン 〇埼玉農工幾料販売㈱ 〇太平洋陸送㈱ 〇榎本工業
㈱ 〇㈲ふさ店 〇パルサクダナ ○大安建設㈱ 〇トーエイ物流㈱騎西物流センター 〇フクダエンジニアリング
㈱ 〇㈱ロンビック埼玉工場 〇ニッポンブレーキシュー㈱ 〇㈲乗附美建 〇㈱騎西運輸倉庫 〇㈲フクシ藤の
里グループ 〇富士パン粉工業㈱ 〇福島シール 〇むさしの製菓㈱ ○キサイフーズ工業㈱ 〇フリージアマクロ
ス㈱ 〇福岡パッキング㈱ 〇㈱日本香堂埼玉工場 〇辰奴観光社 〇㈱つかさグリーン建設 〇埼玉興業㈱騎西グ
リーンゴルフ 〇斉藤自動車㈲ 〇㈱三正技工 〇㈲関口植木 〇 医 愛應会騎西クリニック病院 〇㈱ジャスト加
須支店 〇㈲細田住宅設備 〇ブリヂストンサイクル㈱騎西工場 ○㈱かねか苑葬祭天空ホール騎西

北 川 辺 地 域
《特別会員》 〇㈲山岸自動車整備工場 〇㈲近藤自動車整備工場 〇印出自動車㈲ ○池田設備工業 〇鳥海建工㈱
〇㈱サンケー技工 〇ほくさい農業協同組合北川辺支店 ○㈱コタキ ○小池㈱ ○根岸武 ○倉上皖教 ○藤井孝
《団体会員》 ○㈲永田ダクト工業 ○石塚化学産業㈱関東工場

大 利 根 地 域
大利根地域では、篤志家の皆様に赤い羽根共同募金（個人大口・法人）でご協力いただいております。
※平成29年度の赤い羽根共同募金・地域歳末たすけあい募金（個人大口・法人）を納めていただいた方につきましては、
市内全地域取りまとめの上、次号に掲載させていただきますのでご了承ください。
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年末年始は︑﹁クリスマス﹂や﹁お正月﹂で街
もにぎわい︑皆様にとって︑一年で最も多忙な季
節を迎えるのではないでしょうか︒
さて︑福祉を理解し︑思いやりと助け合いの心
を持つ若い世代を育成するため︑社協は市内の小
中学校を対象に﹁福祉教育推進事業﹂を実施して
います︒この事業は︑福祉教育講座の開催を通じ
て︑福祉教育を行う学校を支援するもので︑今年
度は市内の 校から参加申し込みがありました︒
福祉教育講座では︑車いすで生活されている方
や盲導犬を利用されている方の体験をお聞きした
り︑車いすバスケットや車いすダンスを実際に体
験するなど︑様々なプログラムが用意されていま
す︒
援助を必要とする方や福祉の現場で活躍されて
いる方と直接ふれあうことは︑思いやりの気持ち
や︑人と人の関わりの大切さを学ぶきっかけにな
ります︒そして︑それが︑地域の福祉課題に向き
合う活動につながります︒
これからの地域福祉は︑行政や福祉専門職に加
え︑市民の皆様が積極的に関わることが︑求めら
れています︒その土台づくりとして︑幼少期から
﹁福祉の心﹂を育む福祉教育は重要な役割を果た
しています︒
さらに︑この事業の財源として︑共同募金配分
金が充てられています︒募金に協力された市民の
皆様の善意が︑未来の地域づくりに結びつくとい
う意味でも︑﹁福祉教育推進事業﹂の意義は大き
いと考えます︒

会長だより
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おめでとうございます

会長

大橋

良一

表彰されました

平成29年度全国社会福祉大会 全社協会長表彰
［社会福祉協議会・民間社会福祉団体功労］
■栗田 直人
平成29年度埼玉県社会福祉大会 知事表彰
［社会福祉施設職員、社会福祉団体関係者又は社会福祉事業従事者］
■江原 淳 ■熊田 賢治 ■加藤 博章 ■遠井 満理子
［共同募金活動奉仕者］
■大塚 稔
平成29年度埼玉県社会福祉大会
■原田 せつ子 ■石塚 咲子

会長表彰［社会福祉協議会職員］

平成29年度埼玉県共同募金会 会長表彰［奉仕者］
■大嶋 敏夫 ■藤原 彰 ■若林 正男 ■安藤 正
（敬称略）
※なお、掲載につきましては、本会から推薦させていただいた方のみに限らせていただきます。

平成２９年埼玉県赤十字大会におい
て、「日本赤十字社埼玉県支部加須市地
区」が多年にわたり日赤の活動資金の
募集をはじめ赤十字事業に積極的に貢
献したという主旨で表彰されました。
多年にわたります皆さまのご協力にお
礼申しあげます。

ご厚意ありがとうございました
社協一般寄附（平成29年9月1日〜平成29年11月15日）
氏名・団体名
（順不同・敬称略）

公益社団法人 行田法人会 加須支部 大利根地区
しずくの会
斉藤昭
加須リサイクル市場
如貴久民謡会
加須市商工会大利根支部
三俣公民館女性教室社会見学参加者一同
コスモス南篠崎店
彩の国動物愛護推進員 丸山友章
両毛ヤクルト販売 ㈱
北川辺青果物出荷協議会

数量及び金額（円）

氏名・団体名
（順不同・敬称略）

5,000
21,301
1,850
10,000
90,000
10,000
2,075
1,488
205
10,000
30,000

数量及び金額
（円）

4,100
加須市赤十字奉仕団北川辺分団
7,023
騎西手話サークルひまわり
4,400
埼玉土建騎西分会
6,078
主穀作受託者協議会
8,550
童謡のふる里おおとね 市民まつり農業まつり部会
10,000
阿部仁三
20,000
加須市立東中学校第２回卒業生（大桑地区）有志
29,000
加須ロータリークラブ
車椅子１台
公益財団法人生命保険 ファイナンシャルアドバイザー協会 埼玉県協会
4,800
匿名 4名
ポータブルトイレ１台
匿名 1名

社協連絡先一覧
各講座、イベントの申込み、
問合せについては、土、日、祝
日を除いて、8時30分〜17時15
分まで、右記のとおり本所、各
支所の窓口で受
付いたします。
ご連絡をお待ち
しております。
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