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にっこり いいふくし

電話のかけ間違いには、十分ご注意ください。
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戸塚地区
下戸塚町会サロン

　戸塚地区社協は、地区内の13の町会・自治会ごとに、ご高齢のかたや子育て中の
かたを対象とした「サロン活動」を行っています。サロン活動は地域福祉推進員を中
心に、民生委員・児童委員や町会・自治会のご協力のもと行われ、地域の憩いの場、
交流の場となっています。
　お茶を飲みながらおしゃべりするほか、歌やカードゲーム、工作をしたり、講師を
招いて介護予防体操や手品をしてもらったりと、みんなで楽しいひと時を過ごせる
ように、それぞれのサロンで工夫しながら取り組んでいます。
　戸塚地区社協では、みんなでふれあい、支えあう地域づくりを進めていきます！！
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社協だより社協だより

②ページ 第2期かわぐち市民活動プラン
④⑤ページ 新年度特集
 「社協ファミリー募集！！」
⑧ページ 社助が行く！社協さんぽ
　　　　　　新コーナー「あれ？ここにも社協！」

川口市

社協は 地区内の13の町会・自治会ごとに ご高齢のかたや子育て中の社協は 地区

平成最後の社協だより。
　　　新たな時代へ出発進行！



◆親しまれて41年。社会福祉協議会は地域福祉を推進しています。 ❷

　川口市社協では、わたしたちが暮らしている川口市をよりよ
くするため、地域の活動を“後押し”する計画として、第２期
かわぐち市民活動プランを策定しました。
　「地域のこんな課題を解決したい！」という想いを、住民の
皆さんと一緒にカタチにしていくためのプランです。
　「なにかやってみたい！」というかたは、ぜひ社協にご相談
ください。

●孤立しないまち

●仲間がいるまち

●川口らしさ

●居場所があるまち

●つながりのあるまち

《社協ホームページ》　こども食堂、サロン活動、
　　　　　　　　　　家事の支援、若者の居場所づくりなど

１　対象事業
　●孤立防止活動（こども食堂など）
　●居場所づくり活動（サロン活動など）
２　助成金コース
　①立ち上げ支援
　新規に開始する活動に対し、立ち上げ
に必要な資器材・賃料・保険料について
助成（上限５万円）

　②継続支援
　継続して行う活動に対し、賃料・保険
料について助成（上限１万円）

平成 31年４月１日（月）～４月 26日（金）

　募集期間内に、市社協窓口（青木会館３階）
で配布します。
　細かな条件もありますので、必ず募集要項
をご覧いただき、ご不明の点はお問い合わせ
ください。

問い合わせ●社協　地域福祉課
　　　　　　☎ 048（252）1294

「ふくしのまちづくり
助成金」が

新しくなりました！

　「第２期かわぐち市民活動プラン」の策定にあ
わせ、住民の皆さんによる地域福祉活動を支援す
るための「ふくしのまちづくり助成金」が新しく
なりました。
　よりよい地域づくりのため、どうぞご活用くだ
さい！！　

◆助成金の内容 ◆募集期間

◆募集要項・申請用書類



平成30年度

小中学生作文コンクール受賞者紹介

◆ホームページをご覧ください。http://www.kawaguchisyakyo.jp❸

「手話」は１つの単語でいくつもの意味を
持つので、「表情」「口形」をつけてくださ
いね。

指先を上に向け両手を並べて軽く前に出す。
本を持つさまを表しています。

ふ
ら
っ
と
り

で
す
☆

川口駅東口より徒歩１分。
川口市内の障がい者施設の製品を展示販売しています。
カフェを併設しているので、パンやケーキと一緒に

おいしいコーヒーはいかがですか？

ゆったりした店内、36席。ゆったりした店内、36席。
お子様連れもOKです。お子様連れもOKです。
電車が見える席もあります。電車が見える席もあります。

〒 332-0015
川口市川口 1-1-1　キュポ・ラ本館棟 5階
【営業時間】　火～金　10：30～ 17：30
　　　　　　土日祝　10：00～ 17：30

記
念
式
典
の
様
子

シンガーソングライターのシンガーソングライターの
工藤慎太郎さんが来てくれました！工藤慎太郎さんが来てくれました！

　埼玉県社協が、県内の小中学生を対象に平成
30年度小中学生作文コンクールを実施しました。
　テーマは「人とのつながり・地域での支え合い」
で、応募総数3,718作品の中から、川口市内から
は審査員特別賞2名が選出されました。おめでと
うございます。
　作品は、埼玉県社協のホームページに掲載され
ているので、ぜひご覧ください！

表彰式の様子

「学校」「勉強」という手話です

（※学校名・学年は平成31年3月末現在）

■問い合わせ■　ふらっと　☎ 048（226）0636

【小学生の部・審査員特別賞】 【中学生の部・審査員特別賞】

川口市立飯仲小学校　６年

西
にし

村
むら

　律
りつ
さん

「見えなかったもの」

川口市立東中学校　３年

千
ち

竈
かま

　健
けん

太
た
さん

「大切な仲間」



◆ホームページをご覧ください。http://www.kawaguchisyakyo.jp ◆社協会員募集中　個人会員１口 1,000円　賛助会員１口 5,000円　施設・団体会員１口 2,000円 ❹❺ ◆ホームページをご覧くだ❺ 000円 施設・団体会員１口 2 000円 ❹



電話のかけ間違いには、十分ご注意ください。 ❻

　交通事故で父または母を亡くした18歳以下の遺児（市
内に１年以上居住）に、交通遺児指定寄附金を財源にし
た奨学金などを贈呈します。

　川口市社協が受託運営している放
課後児童クラブの広報紙「すまっぴぃ
～」が発行されました♪

●季刊誌　1・4・7・10月発行
●ご覧いただける場所
　•各クラブの出入口付近（該当クラブの広報紙）
　•社協HP（全クラブの広報紙）
●問い合わせ
　社協　地域福祉課　☎048(252)1294

　平成31年度分の受付が始まっていますので、お早め
にお手続きください。
●保 険 料（活動保険）
　《基本》Aプラン：350円　Bプラン：510円
　《天災》Aプラン：500円　Bプラン：710円
●受 付 窓 口
　•かわぐちボランティアセンター（キュポ・ラM４階）
　•社協　地域福祉課（青木会館３階）
　•やすらぎ会館
●問い合わせ
　かわぐちボランティアセンター　☎048(227)7640

●対　象　介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級）
修了以上の資格取得者で、64歳未満のかた。
早朝、夜間、土日祝勤務のみでも可。

●勤務先　市内ホームヘルパーステーション
●時　給　身体介護日中1,500円～
　　　　　生活援助日中1,250円～
　　　　　※早朝夜間割増・移動手当等・有休あり
●申込み　履歴書（写真貼付）、資格証のコピーを持参

または郵送。後日指定日の面接で選考。
●問い合わせ　社協　企画総務課　☎048(252)1294

　視覚障がいのあるかたが音を頼りに競技する卓球「サ
ウンドテーブルテニス」の練習を、お手伝いしてくださ
るかたを募集します。
（下記の活動日時のうち、不定期参加でも可）

●活 動 場 所　中央ふれあい館
●活 動 日 時　①第１・３月曜日　13時～ 16時
　　　　　　　　（川口市視力障害者福祉協会）
　　　　　　　②第１・２・３水曜日　11時～ 13時
　　　　　　　　（アイ友の会）
●問い合わせ
　代表　大井田　弘子
　☎090(3138)6152

　障がい者ボウリングに興味のあるかた、ぜひ一度体験
してみませんか？スタッフからのアドバイスがあるの
で、初心者のかたでも安心してボウリングを楽しめます。

●対　象　障がい者ボウリングに興味のあるかた
●場　所　川口スプリングレーンズ
●日　程　６月30日(日)
●時　間　９時30分～ 12時
●参加費　1,000円程度
●問い合わせ
　事務局　三代（みよ）
　☎04(2958)1055

※詳しくは下記にお問い合わせください。
●問い合わせ　社協　福祉支援課　☎048(252)1294

交通遺児育英事業

川口市社協クラブだより　 　　　　　　発行

ボランティア保険の受付が始まっています！

パートタイムホームヘルパー募集

サウンドテーブルテニス　ボランティア募集障がい者ボウリング川口教室
体験者募集

情報＆募集コーナー情報＆募集コーナー

奨学金 高校に在学中の交通遺児 月額 5,000 円

入学時祝金 小学校・中学校の入学を
迎えた交通遺児 20,000 円

卒業時祝金 中学校・高校の卒業を迎
えた交通遺児 20,000 円

年末支援金 18歳以下の交通遺児 30,000 円

修学旅行支
援金

小学校・中学校・高校に
在学し、修学旅行に参加
した交通遺児

（小）20,000 円
（中）30,000 円
（高）50,000 円

地域のサロン活動や

ボランティア活動をするかた

などに…

スポーツ

すまっぴぃ～
QRコード

彩の国ふれあいピックの
競技種目です！



◆ホームページをご覧ください。http://www.kawaguchisyakyo.jp❼

今だから出来る…お葬儀の事前相談
無料で承っておりますのでお気軽にご相談ください

「川口市葬祭事業登録業者」

《川口市めぐりの森火葬場受付》

有限会社
葬儀のスザキ

川口市鳩ヶ谷本町3 - 17 - 1924時間受付
70120 - 77 - 4949

細かなことでも、何でもご相談ください！細かなことでも、何でもご相談ください！
見積・相談無料　1 級建築士設計事務所

地元
大工

☎281-1157
詳しくは http://www.iiie-yoshioka.com/

川口市坂下町 2-9-18
鳩ヶ谷図書館バス停前

耐震診断・耐震補強・次世代省エネ住宅

新築 リフォーム バリアフリー
広告

一般社団法人　全国シニアライフサポート協会　川口支部

平成30年度賛助会員　（単位：円）
芝塚原町会 20,000 
中馬利弘 5,000 
錦町町会 90,000 
久米本雅章 10,000 
和華蘭亭 5,000 
坂下弘次郎 5,000 
㈱菅土木 10,000 
翔美建設㈱ 10,000 
芝西防犯センター 5,000 
川口シルフィア自治会 5,000 
緑町町会 20,000 
匿名　3件 15,000 

平成30年度施設・団体会員　（単位：円）
川口明るい社会づくりの会 10,000 
福祉の店「ひだまりポッポ」 2,000 
特定非営利活動法人ほっとすてーしょん 2,000 
介護サークルかがやき 10,000 

2019年度賛助会員　（単位：円）
中馬利弘 5,000 
㈱とうきちろうフードサービス 5,000 
金子光司 10,000 
渡部雄一 5,000 
野崎真空㈱ 5,000 
林嘉市 5,000 
今村商会　寺本正和 5,000 
匿名　５件 25,000 

2019年度施設・団体会員　（単位：円）
ＮＰＯ法人かわぐち手歩の会 2,000 

一　般　寄　附　金　（単位：円）
上青木西北町会ボランティアグループ 30,000 

三河屋酒店黒野 30,000 
㈱アイプロエスト社員一同 11,500
川口市立芝西中学校ＰＴＡ 20,000 
川口市歌謡連盟 102,013 
中青木２丁目町会福祉部 35,400 
平田恵子 300,000 
永瀬敏子 5,000 
上青木公民館陶芸クラブ 20,000 
盛人大学カウンセリング入門コース 7,256 
㈲さらしや 50,000 
㈱秋葉建設 33,820 
㈱ホームズマルホ 2,460 
福島商店 720 
ヒラノ美装 4,560 
埼玉ガス販売㈱ 2,040 
秋葉周三 201,440 
秋葉和紀 218,720 
矢作光清 6,300 
岡村俊浩 9,540 
鈴木和江 4,800 
國嶋博敬 10,500 
横田常雄 5,100 
増淵佳代子 17,958 
川口市ダンス連合会 100,000 
仲川喜代美 200,000 
芝二丁目町会体育部 26,416 
㈱向山工場 1,000,000 
そごう・西武労働組合 10,155 
とらや 16,000 
川口モラロジー事務所 30,000 
日本キリスト教団　西川口教会 10,000 

川口中央福音自由教会 6,200 
錫門奉賛会 10,842 
日本キリスト教団　川口教会 10,000 
前４ＴＹ 5,000
宗教法人川口福音自由教会　教会学校 26,500 
埼玉県宅地建物取引業協会南彩支部 35,000
川口東ライオンズクラブ 100,000
㈱ベルク中青木店 45,128 
㈱ベルク川口前川店 48,275 
㈱ベルク川口差間店 41,663 
埼玉県自動車整備振興会川口支部 200,000 
匿名　７件 1,043,500 

指　定　寄　附　金　（単位：円）
前４ＴＹ 9,000
菅原健吾 9,000 
川口茶道会 100,000 
謝藤開発㈱ 200,000 
千葉秀孝 10,000 
中馬利弘 20,000 
滝田正一 5,000 
滝田とき子 5,000 
大塚一弘 30,000 
匿名　３件 15,000 

物　品　寄　附
川口板金㈱ クリスマスケーキ　883個
明治安田生命　川口営業所 タオル　112本
匿名　４件 お米60㎏、寝具類14点、尿取りパッド4袋

紙おむつ7袋

平成30年12月1日～平成31年2月28日
※期間中に同一者及び同一団体から複数回ご寄附いただきました場合､ 合算した金額で掲載させていただきました。（敬称略　順不同）

ありがとうございましたありがとうございました（会員・寄附者一覧）（会員・寄附者一覧）



　　社協だよりは共同募金の配分をうけて発行しています。 ❽

第１２回
「音訳ボランティア」

～川口朗読奉仕の会 “あひるの会” ～

社助が行
く !

社協さんぽ
　川口市社協だよりは、前回の発行（平成31年１月１日）から音訳をはじめたよ♪
　これから、もっともっとたくさんのひとに、社協だよりを楽しんでもらえたら嬉しいな。
　今回の社協さんぽでは、音訳を引き受けてくれたボランティアグループ“あひるの会”の皆さんの所へ遊
びに行ってきたよ！　あひるの会の活動についてボクと一緒に学ぼう！！

どんな団体？ 活動内容をおしえて！
音訳活動を行うボランティアグループで、昭和

50年に設立しました。広報誌等を音訳し、デイ
ジー版ＣＤ（デイジーあひる）を作成後、視覚障
がいのあるかたへお届けしています。生活上必要
な情報や文芸作品などを声にしてお届けすること
で、利用者さんの生
活がより充実したも
のになるようにとい
う想いで日々活動し
ています。現在利用
者さんは約60名で
す。★対面朗読も行っています。

どんなものを音訳しているの？
•広報かわぐち
•社協だより
•防災本
•川視協通信
•障害福祉ガイド
ブック

•新聞や週刊誌など
の記事

•小説
など多数！

どんな風にお届けしているの？
①録音・編集
②デイジーあひるを作成
③毎月利用者さん宅へお届け
　（直接あるいは郵送）

利用者さんの声をきかせて！
●自分で読まない小説が聴けますし、何度も繰り
返し聴いてしまうほど心に響くお話が聴けるの
も良いです。デイジーあひるはありがたい存在
です。 （春山さん／女性／戸塚在住）

●色々な情報があり大変助かっています。デイ
ジー版は自分で好きなところから聴けるので便
利です。広報１月号は市長の新年挨拶が本人の
声で聴けるので楽しみにしています。

（藤原さん／男性／芝富士在住）

～お問い合わせ～
川口朗読奉仕の会
（通称「あひるの会」）
会長　鈴木さだ子
☎０４８（２６５）６７６３

活動中の様子

再生機とデイジーあひる

「デイジー版CD」とは？
カセットテープと違い、１枚に
大量の録音ができ、好きな箇所を

選び聴くことができる
録音図書。

 再生紙を使用しています


