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※社協だよりは、川口朗読奉仕の会「あひるの会」に音訳をお願いしています。音訳版CDをご希望のかたは本会へお問い合わせください。
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上青木地区
川口市立高等学校グラウンド
（協力）男子サッカー部の生徒さん

ぽけっと

地 区
社 協
上青木地区

上青木地区社協は、
上青木
木 地 区社協は
は ６町会１自治会で構成され、
６町
「見守り活動」と「地域交
流」に力を入れて活動を行
に力を入れて活動を行っています。
日々の活動としては、
「子ども達の登下校時安全パトロール」を行い、季節
行事として「長寿を祝う会」や「親子もち焼き交流会」など、子どもからご高齢
のかたまで顔の見える交流会を行っています。
（昨年度は新型コロナウイル
スの影響で事業の変更及び中止となりました。
）
SKIPシティなどの社会資源のほか、川口市立高等学校・附属中学校や上青
木公民館といった新しい施設が充実し、子ども達の「文武両道」も上青木地区
は応援しています！！

親子もち焼き交流会
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社協だよりは共同募金の配分をうけて発行しています。
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◆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
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ම൶கஙரଥႢᧄଊଞଡᛃଠୀଏૐ
Ⴂᧄឭពම൶ႢൗႥତ᭰ᢓଥ
ஏரஔஎர୬ୈଊᬵଅଖଋૺὝ

ૺទමᚮᣄඊᮂ
☎ ὤὥ

子ども服を集めています！
Ṍୣఘᐉଝଥྥଟସᚥତውயፃ౸ᚥṌὤ㎝Ὰ ㎝ὥତ࿘ᶱୈଇుଇଜૺଏૐ
࿘ᶱଋୂକṌଥᢟᔶଡຬୀତ௰ၺଠଟṌୈᄔᬭଏୁྥଟସକଗମᗙଝဎଇିୂଏૐ
ᜭᚥଠૺ୩୮ୖଜଙକጷཕଵଡଐᜭଠଁଙକጷଠଟନଊቚಁଅଖଋૺૐ
᭰ଅଥ௪ᛀମૺૺକଖଅଁ+3ୈଊᬵଅଖଋૺૐὤᙝᜡទౖឭពමᮿౖତఘᐉଝଏὥ
いらない

必要としている

子ども服が…

世帯・子どもたちへ！

  ૺ     ទౖឭពᓣఱᙝᜡទౖឭពමᮿౖᚡᓿኞቢ᳟Ṍୣᇽტ
☎ὤὥ
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◆親しまれて44年。社会福祉協議会は地域福祉を推進しています。
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ὤ6XVWDLQDEOH'HYHORSPHQW*RDOVὥତᚾଝႏଡະᲭ୩ஓ୷ଝቇᇳଋ
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ૺିଠଅଠଙକṌତ࿘ᶱସୁଵକૺὝ
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ଏଆଝଃୁୀᢜଵ࢝

ૺିଠૺഈୂᑽୈஞ୩ୣடὝ

ၜ෨ၮទමଥ132ᓣఱഈୂᑽஞ୩ୣடමౖଞቚቮ
ၮഖଡഈୂᑽṌຨෟஐ୷ୣ୭ୈ᭓ᤋὝഈୂᑽஞ୩ୣடමౖଝଥഈୂᑽṌଡฌୂୁᯪᴓဖୈቝᴓଜ
ዛፅச୯உଡ࿘ᶱଏୁଉଞଝ௰ᚳ௸ତྥଟସକଗୈኞቢଜૺଏૐὤቝᴓକ᳟ଥၜ෨ၮទමମତᇗኴዃଞଠୀ
ၮഖତឭពଡᓿᚥଜૺଏૐὥ
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◆ホームページをご覧ください。https://www.kawaguchisyakyo.jp
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\5月12日から！ /
「民生委員・児童委員の日＆活動強化週間」がスタート

広告
こんなお悩みありませんか？

048-229-5056

足の血管のボコボコ

足が重い、だるい、つる

細かい血管が目立つ

こむら返りで
朝目覚めることがある

診療時間 9:00〜12:00/13:00〜17:00 休診日：水曜日、日曜日、祝日

さいたま静脈瘤クリニック
埼玉県川口市栄町３丁目8-18 凮月栄町ビル 2階

■民生委員・児童委員とは？
ᚡᓿ௩ତଋଌଠᮈଡᄛኦଠଟମତଚ
ଠჲẦἵᤲயᷘ࿐ᤲயྥᥡଜ௰ၺତᬰྻୀଠ
ଟૼஐୗୖତଉଞૐྥଟସྥᥡଜତᮈଠ
ଟୈᶌଞଏୁ్ഃ᠈ཬใଞૺૼჲ൯ୈማଚଁକସ
ૺଏૐ
ၜ෨ၮତᒦᚡཬใயഃ᠈ཬใମତૺଥ୧୵Ὕ

SAITAMA VARIX CLINIC

〒332-0017

ᒦᚡཬใயഃ᠈ཬใତᓿඈෛᙲᬽಌᲰୈຮୁକଷ
ഉະᒦᚡཬใഃ᠈ཬใᲭౖଥጴዛᾺ ዛତጿ
ᶓୈᐩଠ35ୈૼᓿඈკඟᲯᶓଞଜ࿅ଷଜૺ
ଏૐ
ᒦᚡཬใயഃ᠈ཬใᓿඈମତଊᙲᬽଞଊම൶ୈṊ
ૺૺକଏૐ

公式サイト

ၜ෨ၮჲᇒឭពᣄඊᮂ☎  

電話のかけ間違いには、十分ご注意ください。

❻

ありがとうございました（会員・寄附者一覧）
令和３年12月１日〜令和４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）

令和３年度賛助会員 （単位：円）

㈱アイプロエスト社員一同

7,500

5,000

㈲さらしや

飯塚２丁目町会

90,000

仲川喜代美

300,000

合名会社桃林堂薬局

10,000

㈱向山工場

1,000,000

芝塚原町会

20,000

西川口公民館利用団体友の会

富田裕治

畑中芳隆

5,000

匿名

4件

30,000

２件

20,000

川口茶道会
匿名

100,000

２件

203,500
物 品 寄 附

3,474

㈱コロンバン

5,000

ＮＴＴ東日本 埼玉南支店

10,000
145,000

川口板金㈱
㈱シルバーとっぷ

お菓子 1,600箱
日用品 6箱分

クリスマスケーキ 446個
クリスマスケーキ 20個

㈱ベルク 中青木店

89,377

㈲さらしや

㈱ベルク 川口前川店

62,362

明治安田生命保険 川口南営業所

25,000

㈱ベルク 川口差間店

71,068

㈲誠自動車

令和4年度施設・団体会員 （単位：円）
特別養護老人ホーム川口みやびの郷

匿名

10件

2,000

一 般 寄 附 金 （単位：円）
三河屋酒店 黒野

日本キリスト教団 西川口教会

中馬利弘

5,000

10,000

中馬利弘
匿名

ケアカ山元フラスタジオ

埼玉県自動車整備振興会 川口支部

令和４年度賛助会員 （単位：円）
山田信

50,000

15,000

576,047

指 定 寄 附 金 （単位：円）

㈱柿沼製作所
埼玉縣信用金庫 川口朝日支店

菅原健吾

9,000

明治安田生命保険 川口営業所

ケアバンク老人ホーム紹介センター

2,000

匿名 １件

広告

車いす 1台
タオル 43本
車いす 1台
車いす 1台
保存食品類 1,254点
タオル 72本
毛布 8枚

「川口市葬祭事業登録業者」

有限会社

葬儀の

スザキ

《川口市めぐりの森火葬場受付》
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

70120 ‑ 77 ‑ 4949

24時間受付

川口市鳩ヶ谷本町 3 ‑ 17 ‑ 19

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
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
川口市坂下町 2-9-18
鳩ヶ谷図書館バス停前

☎281-1157

詳しくは http://www.iiie-yoshioka.com/
❼

◆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

住民参加型福祉サービス事業 家事援助協力員募集！

すきま時間にレッツ★ちょこボラ！

家事援助・ちょこっと困りごとサポート協力員って…こんなことやってます！〜体験記〜

ᾍὪම൶ใଡᵘକଃଙଁଇଥଠଝଏଁύ
ώὪ࿅ႏᲛ᥊କႏଡ
ᚭഖତຨᬵଝଉତఘᐉୈᝋୀକૐహଝஐୗ
ୖᓿඈୈକଉଞଥୀଝକଂଗଽૼଟዹᶓଡ౬ᬊସଙକତଝ
៩ଃዹᶓଡଝଃୁᓿඈଠିଙଜଵାૼଞᄬૺ࿓ఘቢൺயଗଽଉଙଞຬୀ
ଊଞତ௴ዎଡම൶ใᵘୈକૐ
ᾍὪ࿉ᷗତᓿඈଥଟଠଉଞୈଜૺୁଝଏଁύ
ώὪ࿓ఘቢൺଝଥేൣẦἵᚬᄰତዎତ࿓ଝᲯὭຨሻᶼୈଜૺକૐ
ᄰଞૺૼଉଞଝᇗସᣂიଏୁଉଞଠଅଏଆଡᇛଗᬽଇୁଉଞଂଝଃ
କૐ
ଗଽଉଙଞຬୀଊଞଝଥಂṂଂଙକዹଡ᷼ᙰనቝଠଟයᛸயᝎዹᶓ
࿓ఘቢൺயଗଽଉଙଞ
ଝᢚୁ౯ᐉୈଙଜૺଏૐ
ຬୀଊଞම൶ใ
ᾍὪଉତᓿඈତૺૺଞଉୃଥ౪ଝଏଁύ
1ଋൣၜඩຼ౦
ώὪᦶോଂଝଃୁഖ࿕ዹᶓၺଝᇗౘૺଂଝଃୁଞଉୃଝଏૐᔁ᳂ಂṂଂ
ୁዹଡଥఘൣଡᲭᢤଂୀଝଃଠૺଉଞୈṊૺଋୂୁଉଞ
ଥୀૐాఘᰝภତஐஞଞ௴ଠଂି
ૺ ទමឭពኞቢᮂ
ᓿඈୈ૾ୁତଂૺૺଝଏଣૐ
☎ὤὥ

「手話」は言語です。表情や口形もつけて表現してくださいね。

新生活…「新しい」「生活」という 2 つの手話で表します。

新しい

生活

すぼめた両手を
パッと前に出して広げる。

両手の親指と人差し指を
向かい合わせて回す。
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社協だよりは共同募金の配分をうけて発行しています。

