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健康長寿お達者市民を紹介します!!
加須市社会福祉協議会では表彰規程により、
要介護を受けておらず100歳を迎えられた元気な市民の方を
「健康長寿

お達者市民」
として表彰させていただいております。今年度、
表彰させていただいた方々を紹介させていただきます。

矢島正一氏
（下高柳在住）
毎日、２社の新聞を読むことか
ら一日が始まるそうです。その
後、家の周りを散歩したり、時
には畑に出て仕事をするなど、
健康的に過ごしています。

穐山珪子氏
（中樋遣川在住）
自宅の庭で花を育てていて、今
年もチューリップの球根を植え
ました。読書が好きで山本周五
郎の小説などを読んでいます。

角田雪男氏
（上高柳在住）
毎日、早寝早起きと規則正しい
生活をし、畑仕事を日課にして
います。野菜を種から育て、収
穫後に家族で食べることを楽し
みにしています。
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少子高齢化や人口減少の急速な進展によ
り、私たちの暮らす地域は様々な生活課題
を抱え、支援を必要とする人々が増えてい
ます。特に近年は、家族構成の変化や地域
のつながりが希薄になる中で、子育てと親
や親族の介護が同時期に発生するダブルケ
アや、高齢の親とひきこもり状態の子が同
居する8050問題など、制度や分野をこえ
る複合的な課題が顕在化しています。
これらの複雑かつ多様化する福祉ニーズ
に対して、制度や分野を超えて受けとめる
包括的な体制と、福祉的支援を求める市民
の相談を、多くの関係機関が協働で解決し、
さらにそれを新たな地域づくりにつなげる
重層的な体制が求められています。
さらに、昨年来、世界規模で拡大してい
る新型コロナウイルス感染症は、交流や見
守りを中心に地域福祉を展開してきた私た
ちに大きな試練を与えています。
私たちは、行政や福祉協力団体、医療・
介護関係者の連携のもと、地域が一体とな
り、コロナ禍の新しい日常に対応しながら、
市民に寄り添う地域福祉の大切さを再認識
し、誰もが支え合う「地域共生社会」の実
現に向け、一丸となって取り組むことを決
意し、ここに宣言します。

︽感謝状の部︾

︵順不同・敬称略︶

寄附個人 団体
･
渡邉 清康
塚田 宜穂
坂本 保次
岡田 一夫
株式会社なとり
株式会社デンソーワイパシステムズ
ピップ株式会社
有限会社ヤマト物流
株式会社日立物流・株式会社日立物流関東
会員増強運動協力個人 団体
･
松永 喜芳
熊倉 敏雄
関口 富男
赤荻 浩
医療法人藍生会不動ヶ丘病院
丸栄食品有限会社︵八百善三俣支店︶
龍蔵寺
医療法人加藤こどもクリニック
塩崎歯科
いずみ寿司株式会社
特別養護老人ホーム愛泉苑
養護老人ホームあいせんハイム
株式会社サンケー技工
鳥海エステート株式会社
ほくさい農業協同組合北川辺支店
共同募金協力個人・団体
福島小児科医院
医療法人社団弘人会中田病院
松村歯科医院
小室建設株式会社
慈眼寺
有限会社孝栄総業
東埼玉バプテスト教会
株式会社コロンバン埼玉工場
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大会﹂は︑市内の新型コロナウイルス感
民生委員・児童委員
狩野 清子
染症拡大や緊急事態宣言の発令を受けて︑
自治協力団体代表
式典の開催を中止し︑大会への招待を予
岡安 秀雄
清水 喜雄
定していた方々に︑大会宣言やシンポジ
坂本 利雄
ウム
﹁加須市における生活体制整備事業﹂
協議会役員等
等の内容を盛り込んだリーフレットをお
市川 皓一
長谷川 雅之
配りする形の実施といたしました︒
山崎 勝喜
古澤 道雄
また︑加須市で長年︑地域福祉活動に
ボランティア個人
髙橋 勝美
塚田 三枝
寄与された団体や個人︑本会に多額の浄
社会福祉団体関係役員等
財を寄せられた方々へ贈呈する表彰状・
塚本 榮子
新井 とし江
感謝状及び記念品につきましては︑後日
健康長寿お達者市民
矢島 正一
穐山 珪子

第11回加須市社会福祉推進大会
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お届けしました︒顕彰者の皆様は下記の
とおりです︒

大 会 宣 言

加須市社協３支所の事務所が 移転します。
騎西・北川辺・大利根各支所の事務所が、令和3年4月1日から各「健康福祉センター」
内に移転します。各支所とも、より重層的な地域福祉の展開を目指してまいります。な
お、各支所とも電話番号に変更はありません。
※令和3年4月1日から騎西地域、北川辺地域及び大利根地域の各保健センターが「健康福祉センター」として
保健事業、介護予防事業、福祉相談と健康づくりの一体的な活動の場として活用されます。

騎西支所
駐車場

騎西健康
福祉セン
ター

駐車場

加須市プラザきさい

1 階・２階 騎西総合支所
３階 騎西コミュニティセンター

新所在地

〒347−0105 加須市騎西36番地1
騎西健康福祉センター内
☎ 0 4 8 0（ 7 3 ）2 3 4 1

北川辺支所

道路

車庫

北川辺健康福祉センター

駐車場

現・社会福祉協議会北川辺支所
︵北川辺介護サービスセンター内︶

駐車場

加須市
国民健康保険
北川辺診療所

新所在地

道路

〒349−1201 加須市柳生66番地1
北川辺健康福祉センター内
☎ 0 2 8 0（ 6 2 ）4 0 0 0

大利根支所
道路

運動公園

大利根健康福祉センター

体育館

駐車場

駐車場

現・社会福祉協議会大利根支所
（大利根総合福祉会館内）

新所在地
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〒349−1133 加須市琴寄901番地1
大利根健康福祉センター内
☎ 0 4 8 0（ 7 2 ）5 0 6 9

加須市社会福祉協議会は、日本赤十字社埼玉県支部の
加須市地区として、赤十字運動を推進しています
日本赤十字社は国の組織ではなく独立した民間の認可法人で、災害救護活動や資器材の整備、ＡＥＤ
の講習等に必要な資金は、国や県などの補助金ではなく、皆様からご協力いただいたご寄附や会費によ
って支えられています。

ボランティアさんによる献血の
呼びかけ（大宮駅構内）

AED講習の体験
（イオンモール羽生）

医療救護班の救護訓練

日本赤十字社の使命

「わたしたちは、苦しんでいる人を救いたいという思いを集結し、いかなる状況下でも、
人間のいのちと健康、尊厳を守ります。」

加須市地区の主な活動
災害救護活動

赤十字奉仕団の支援

救護車両等の資器材や救援物資を配備し、
火災などで被災された方へ救援物資をお届
けします。

市内有志で組織する「加須市赤十字奉仕
団」の事務局として、奉仕団活動を支援し
ています。

救急法等の講習

義援金の受付

救急法、水上安全法、
幼児安全法などの講習
会の開催や、県内で行
われる講習会をご案内
します。

加須市地区で受付した
「義援金」は、日本赤十
字社を通じて被災県に設
置される義援金配分委員
会へ全額送金され、被災
者へ届けられます。

加須市地区でも日本赤十字社の活動を支援する「会員」募集の活動を行っています。
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冬のイベント・事業報告
在宅介護者リフレッシュ事業 (10月29日・11月26日・12月15日)
在宅で介護を担う家族のストレスや孤独感の軽減のために介護者相互の交流を深め、心身のリフレッ
シュを図ることを目的に、北川辺、騎西、大利根の各地域で実施しました。
10月29日㈭ 北川辺介護サービスセンター
高齢者相談センターの保健師をお招きし、新型コ
ロナウイルス感染症についての講話とセルフで行え
るタッチケアの実演をしていただきました。
交流会では、参加者に自身の介護体験についてお
話しいただき大変有意義な一時を過ごされました。
11月26日㈭ キャッスルきさい
前半はみんなでズンドコ節（氷川きよし）の曲に合
わせて体操を行い、後半は歌謡曲の歌詞を当てる脳ト
レを行いました。身体と頭を使い、とても楽しい交流
会となりました。
12月15日㈫ 大利根総合福祉会館
今年度から新事業として取り組んでいる四つ葉のク
ローバーを使ったメッセージカード作りを行いました。
参加者それぞれが家族や友人へ宛てて、気持ちを込
めながら丁寧に取り組まれていました。
加須地域で開催を予定していた第4回目につきましては、緊急事態宣言の再発令に伴い中止となりました。

手話奉仕員養成講座（入門：９月〜11月

基礎：７月〜３月 ）

今年度も、入門課程（今まで手話を学んだことがない方対象）と基礎課程（入門課程を修了した方
と同程度の手話ができる方対象）の手話奉仕員養成講座を加須市聴覚障害者協会と加須市手話通訳問
題研究会「虹の会」の協力により開催しました。
参加者には、口の動きが見えるように透明なフェイスシールドを着用してもらいました。
入門課程は全22回（週2回実施）で、受講生は16名
でした。
全課程終了後、講習会のまとめとしてグループごとに
手話劇を披露しました。
今年度もそれぞれのグループで熱演が繰り広げられま
した。
「三びきこぶた」
熱演中

※新型コロナウイルス感染症対策を実施のうえ、各事業を行いました。
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講座の様子

基礎課程は受講生15名で、全30回（週1回実施）を予
定していましたが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴
う緊急事態宣言の発令により、やむなく全24回の短縮開
催となりました。

令和２年度赤い羽根共同募金・地域歳末たすけあい募金報告
【令和３年１月末現在】

募 金 額 合 計

赤い羽根共同募金

募 金 額 合 計

14,597,876円

地域歳末たすけあい募金

9,372,070円

赤い羽根共同募金（大口・法人募金）
＜加須地域＞
※5,000円以上掲載（順不同・敬称略）
50,000円：日本郵便株式会社
10,000円：(医)社団弘人会中田病院、(医)社団成慶会本町福島クリニック、(医)藍生会不動ヶ丘病院、
㈱いずみ寿司、㈱オートセンター田沼、㈱アプロンアパレル、特別養護老人ホームみずほの里、福島勇、
松村二郎
5,000円：不動岡保育園、松敬産業㈱、松村医院、サイレキ建設工業㈱、松村歯科医院、中田屋㈱加須工場、
㈱むさしの村、㈱須賀、ヤマケイプレコン㈱、㈱横川興業、長昌院、㈱シープランツ、町田由男
＜北川辺地域＞
10,000円：㈱柿沼製作所、長谷歯科医院、小室建設㈱、慈眼寺、藤井孝
5,000円：㈱長澤、㈲美登ハウジング、ほくさい農業協同組合北川辺支店、
㈲かたやま、都築鋼産㈱埼玉リサイクル工場、㈱サンケー技工、
さいとうサラダ館、セブンイレブン麦倉店

ご協力
ありがとう
ございました

＜大利根地域＞
10,000円：㈲孝栄総業、井澤倉庫、㈱塚本工務店、㈱栗原造園、㈲並木組、籠宮商店、㈱インデ硝子、
吉備工業㈱加須営業所、㈱大利根造園、加納商店、㈱米米倶楽部、西浄寺、金子商店、小林医院、東耀寺、
大都鉄工㈱、㈲鳥海清人商店、㈱中村製畳、大杉歯科医院、丸山運輸倉庫㈱、第一貨物㈱、㈲ウチダ、
小林自動車整備工場、阿佐間八幡神社、金乗院、東埼玉バプテスト教会、アイワイフーズ㈱、城北工業㈱、
㈱キャステック、タカラスタンダード㈱、池上金型工業㈱、日本化学産業㈱、香栄興業㈱、冨士印刷㈱、
大洋印刷㈱TAIYO WAVE、㈱コロンバン埼玉工場、NGKメテックス㈱、富士ベッド工業㈱、㈱ラスコ、
㈲大竹製作所
5,000円：㈲大谷電気、㈲三嶋建材、㈱ペリカン大利根工場、渡辺造園、㈲梅沢鉄工所、㈲小島製作所、
飯塚製作所、㈲大和建設工業、㈲エネテックカワシマ、コーワ㈱、㈱育峯紙業、㈱マツザワ十勝たちばな、
萩原歯科医院、㈱サン旅行センター、㈱大塚興業社、蓮花院、武蔵野環境㈱、㈱ダイヤ整環、龍蔵院、
㈲小林電気工事、ほくさい農業協同組合大利根中央支店、大利根タクシー㈲、きくや、サンコー物流㈱、
天理教新豊野分教会、福山製作所、田中園芸、高瀬自動車工業、島田商店、トキタ種苗㈱、㈲錦泉、善定寺、
㈲平和自動車工業、埼玉ニチレキ㈱、野中製麺所、秋山建設㈱、武州運輸倉庫㈱、東京金商㈱、高澤商店、
㈱ジーエーシー埼玉工場、京葉流通倉庫㈱、㈱エーディーケイ、アドコマットジャパン㈱、㈲金屋自動車、
㈱ライオンロジスティクス、ピップ物流㈱北関東センター、光製薬㈱、㈱大西製作所、㈱もちや、㈱大塚建設
※騎西地域では、篤志家の皆様に社協会費にてご協力いただいております。

地域歳末たすけあい募金（大口・法人募金）
※5,000円以上掲載（順不同・敬称略）

＜加須地域＞
10,000円：(医)社団成慶会本町福島クリニック、㈱アプロンアパレル、特別養護老人ホームみずほの里、
㈱オートセンター田沼、福島勇、松村二郎
5,000円：㈱シープランツ、松敬産業㈱、ヤマケイプレコン㈱、㈱横川興業、㈱須賀、㈱むさしの村、
中田屋㈱加須工場、松村医院、サイレキ建設工業㈱、松村歯科医院、町田由男
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令和３年度ボランティア活動保険・ボランティア行事用保険のご案内／現在受付中
ボランティア活動保険

ボランティア行事用保険

ボランティア活動中のさまざまな事故によるケガや損害賠
償責任を補償します。
●補償期間：令和３年４月１日午前０時から
令和４年３月31日午後12時まで

地域福祉活動やボランティア活動のさまざまな行事におけ
る主催者や参加者のケガ、主催者の賠償責任を補償します。
●補償期間：行事開催期間（加入手続き完了日の翌日午前０
時以降の行事開催日から補償されます。
Ｂプランは宿泊を伴う行事用です。
詳細は別途お問合せください。

※補償期間の中途で加入される場合も下記の保険料となります。
※中途加入の場合は、加入手続き完了日の翌日午前０時からの補償
となります。
加入プラン
死亡保険金
通院保険金日額
地震・噴火・津波
による死傷

基本プラン

×
５億円（限度額）
（対人・対物共通）

名簿の提出

団体で加入の場合は、
既作成の名簿のコピーを添付

加入対象
活動

賠償責任保険金

〇

賠償責任
保険金

保険料（１人）

加入プラン
死亡保険金
通院保険金日額

天災・地震補償プラン
1,040万円
4,000円

350円

名簿の提出
往復途上の補償

500円

国内における「自発的な意思により他人や社会
に貢献する無償のボランティア活動」で、次の①
から③までのいずれかに該当する活動であること
①社会福祉協議会に登録してあるグループである
こと
②社会福祉協議会に届け出た活動であること
③社会福祉協議会に委嘱された活動であること

対人
対物

保険料
（１日１人）

Ａ１
28円

最低保険料

560円

加入対象行事

Ａプラン
Ｃプラン
400万円
2,200円
２億円(限度額)
1,000万円(限度額)
必須
不要
あり
なし
Ａ２
126円

Ａ３
248円

2,520円 4,960円
日帰り行事

※行事内容によって保険料が
変わります。

ＡプランＡ１
行事に同じ
28円
560円
※Ａ１区分の行
事で建物内
（施設内）で
開催する行事

※「特定感染症補償」に新型コロナウィルス感染症を追加し、ボラ
ンティア自身がボランティア活動中に特定感染症を発病した場合
に補償します。

注意：学校行事や自治会行事など対象とならない活動もあります。
●加入時に必要なもの：印鑑、掛け金、名簿（行事用保険Ｃプランは除く）
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案 内 車いす貸出

15

身体に障がいを有し︑日常生活を営むのに支障がある方々に対し︑外出
や通院等に車いすを貸し出します︒
対
象 市内在住の方で︑車いすを一時的に必要とされる方︒
貸出期間 原則として３ヶ月以内︒引き続き使用を希望される場合︑１回
まで延長が可能です︒
無料
利用する日までに申請をしてください︒
本所・各支所へ ※貸出は要介護１までの方となります︒

17

料
金
申
込
問 合 せ

20 30

貸出
案 内 福祉車両︵車いす同乗車両︶

車いす等を使用していて︑電車やバスなどの公共交通機関を利用するこ
とが難しい方に対し︑スロープ付きの福祉車両を貸し出します︒
対
象 申請者または利用者が市内在住の方
貸出期間 平日の８時 分から 時 分まで︑当日のみの利用に限る︒
利 用 料 １㎞あたり 円
申
込 利用日の２か月前から３日前までに︑申請をしてください︒
問 合 せ 本所・各支所へ ※車いすと同時の貸出も可能です︒

募 集 訪問介護事業所登録ヘルパー募集

加須市社会福祉協議会では︑登録ヘルパーを募集しています︒
勤 務 地 加須市全域
時
給 １︐２７２円︵＋移動費 １件につき３１８円︶
勤務時間 要相談︵短時間での勤務も可能です︶
資
格 ①ホームヘルパー２級以上または介護職員初任者研修修了者
②普通自動車運転免許
歳の方まで
①資格証明書の写し ②履歴書︵様式不問︶
本所へ

年
齢
必要書類
問 合 せ
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●申込み・問合せ先：本所、各支所窓口へ

会長

大橋

良一

今年も新しい出会いと旅立ち

の季節となりましたが︑依然と

よ り も 不 安 を感じ な が ら 新 年 度

を迎えられる方も多いのではな

いでしょうか︒

して続くコロナ禍により︑希望

令和2年度は︑最後まで新型コロナウイルスに影響された1年

でした︒2月に予定していた﹁加須市社会福祉推進大会﹂も︑感

染拡大防止のため︑会場での開催を中止せざるを得ませんでし

た︒地域福祉に貢献された皆様を︑会場で顕彰させていただくこ

とができず︑大変残念な思いをいたしました︒

さて︑新年度を迎えるにあたり︑2つのことを申し上げたいと

思います︒

1つは︑コロナ禍の試練を事業や組織運営に活かすことです︒

社協の事業は︑相談︑見守り︑交流等︑感染リスクに関わるもの

が多く︑ウィズコロナ︵新たな日常︶の中での創意工夫が求めら

れます︒既存の決まりごとや手法で対応できない場合は︑それを

修正する勇気を持ち︑柔軟な思考で対応できるよう努めてまいり

ます︒

もう1つは︑地域福祉を推進する中核的な組織として︑﹁地域共

生社会﹂の実現に向け︑引き続き取り組むことです︒そのために

も︑地域の皆様をはじめ︑関係機関との連携・協働をさらに進め

てまいります︒

日頃より本会の事業にご尽力いただいている民生委員さんをは

じめ︑市民の皆様に感謝を申し上げるとともに︑新年度も変わら

ぬご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます︒

会長だより

ご厚意ありがとうございました
社協一般寄附（令和2年12月1日〜令和3年2月28日）
氏名・団体名（順不同・敬称略）

数量及び金額（円） 氏名・団体名（順不同・敬称略） 数量及び金額（円）

北川辺青果物出荷協議会
㈱なとり首都圏配送センター
三俣第一区自治会
ラジオ体操あさとも
㈱ベルク加須久下店
伊東良宏

8,390 ひだまり接骨院

32,600

100,000 アドバンテスト労働組合
10,000 不動岡ボランティア

16,000
10,000

6,300
絵手紙100枚

5,000 水仙絵手紙教室
25,775 匿名7名

10,228,086

5,000

株式会社なとり様よりご寄附を
いただきました。

※2,000円以上のご寄附をいただいた方で、ご承諾をいただいた方々を掲載させていただきました。

社協連絡先一覧
各講座、イベントの申し込
み、問合せについては、土、日、
祝日を除いて、8時30分から
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。

本

所

騎西支所
北川辺支所
大利根支所
あけぼの園

TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX
TEL
FAX

0480-62-6451
0480-62-6546
0480-73-2341
0480-73-3516
0280-62-4000
0280-62-4766
0480-72-5069
0480-72-1716
0480-63-2010
0480-63-0720

〒347-0009

加須市三俣一丁目10番地4
〒347-0105

加須市騎西36番地1
〒349-1201

加須市柳生66番地1
〒349-1133

加須市琴寄901番地1
〒347-0011

加須市北小浜800番地1

※令和3年4月1日より、騎西・北川辺・大利根の支所が移転します。移転に伴う電話番号の変更はありません。
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