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2022.102022.10

10/ 1 (土)	 12:15〜13:15	 【場所】	川口駅(ボランティア見本市の体験メニューとして実施)
10/ 3 (月)	 		8:00〜17:30	 【場所】	川口駅
	 		8:30〜11:30	 【場所】	西川口駅、蕨駅、東川口駅
	 		7:00〜		8:30	 【場所】	鳩ヶ谷駅、南鳩ヶ谷駅
10/ 8 (土)	 10:30〜12:00	 【場所】	アリオ川口
10/22(土) 10:30〜12:30	 【場所】	川口駅
※上記日程は変更・中止になる場合があります。詳しくは埼玉県共同募金会川口市支会までお問い合わせください。（P3を参照）

下記のとおり、街頭募金を実施します。街頭募金街頭募金

大規模災害時のための積立金大規模災害時のための積立金

各地区の福祉活動各地区の福祉活動
〜朝日東地区社協〜朝日東地区社協
　ホッとサロン一休庵〜　ホッとサロン一休庵〜

赤い羽根共同募金は	、赤い羽根共同募金は	、
　地域の福祉活動などに役立てられています　地域の福祉活動などに役立てられています

子どもの学習支援子どもの学習支援
〜子ども広場「エンジ」〜〜子ども広場「エンジ」〜

川口駅東口川口駅東口
ペデストリアンデッキペデストリアンデッキ

〜誰もがあんしんして暮らせる福祉のまちづくり〜〜誰もがあんしんして暮らせる福祉のまちづくり〜
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青木会館の建て替え工事の終了に伴い、現在、川口市子ども発達相談
センター内にある社協の部署は下記のとおり移転となります。

【移	転	日】
【移	転	先】

青木会館青木会館

令和４年１０月１１日（火）令和４年１０月１１日（火）
川口市青木	3 - 3 -1　青木会館内川口市青木	3 - 3 -1　青木会館内

川口市社協は川口市社協は へ移転しますへ移転します

◆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

■�企画総務課、地域福祉課、
福祉支援課が青木会館へ
移転します。

■�在宅福祉課は引き続き、
やすらぎ会館で業務を行い
ます。

■�電話・FAX番号は移転前
と変更ありません。

■�社協代表（企画総務課・
地域福祉課・福祉支援課）�
電話：048（252）1294�
FAX：048（256）4344

各種事業に
ついてはこちら

老人福祉センター　青木たたら荘が再開します。老人福祉センター　青木たたら荘が再開します。

青木会館の会議室について青木会館の会議室について

青木会館の建て替え工事の終了に伴い、閉所中だった青木たたら荘が再開します。�
※�令和4年10月1日（土）～10月11日（火）までは、機材の搬入準備等がありますので、
本格的な再開は10月12日（水）からとなります。

会議室の管理は、川口市役所になります。会議室の利用等の
お問い合わせは、川口市役所福祉総務課までお願いします。
問い合わせ	:	048（259）7929

詳しくは川口市のHPを
ご覧ください
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全国で赤い羽根共同募金運動がはじまります。令和4年度にご協力いただいた募金は、
令和5年度の民間福祉事業の財源として活用されます。

A.�私たちの住む地域には、高齢者や障害者、子育て中のかたなど、暮らしていくのに助けが
必要なかたたちがいます。みんなが安心して暮らしていけるように民間の福祉施設・
団体が様々な支援を行っていますが、その活動には財源が必要になります。こうした
民間の福祉活動の財源を集めるために全国一斉に行うのが赤い羽根共同募金です。
街頭や町会・自治会、学校、職場など様々な機会で募金を呼びかけますので、ご協力を
お願いします。

A.川口市内、埼玉県内の民間福祉活動に活用されます。
　●川口市内…お住まいの地区の福祉活動（サロン活動、見守り活動）など
　●埼

(川口市含む)
玉県内…�福祉施設の整備やボランティア団体などの福祉活動（子どもの学習支援、

子ども食堂の支援など）、大規模災害時の備えなど

赤い羽根共同募金へのQ＆A赤い羽根共同募金へのQ＆A

つながりをたやさない社会づくりの実現のため、つながりをたやさない社会づくりの実現のため、
ご協力お願いします。ご協力お願いします。

Q.	募金ってどうして集めるの？Q.	募金ってどうして集めるの？

Q.	募金は何に使われているの？Q.	募金は何に使われているの？

クオカード　1枚�1,000円
※500円分のお支払にご利用できます。 図書カード　1枚�1,000円

※500円分の書籍等のご購入にご利用できます。

バッジ�500円

第75回第75回

●寄附金つきグッズ募金●寄附金つきグッズ募金　　※社協　地域福祉課で取り扱いをしています。※社協　地域福祉課で取り扱いをしています。

赤い羽根共同募金の赤い羽根共同募金の
詳細はコチラ詳細はコチラ

社協だよりは共同募金の配分をうけて発行しています。　　

第第7575回　令和回　令和44年年1010月月11日　日　
																	▷	令和																	▷	令和 55年年33月月3131日日

社会福祉法人�埼玉県共同募金会�川口市支会　☎048(252)1294

赤い羽根共同募金運動が赤い羽根共同募金運動が
																	はじまります！																	はじまります！
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孤立の防止や居場所づくりを目的に、社会福祉法人
末広会（特別養護老人ホーム第２春香苑）と連携して、
「みんなの居場所�あつまれ！」を開催しています。

誰かに話を聞いてほしいかたや、家以外の居場所をみ
つけたいというかたは、ぜひご参加ください！
詳しくは、下記の問い合わせ先まで、お気軽にお電話
ください。

�「みんなの居場所�あつまれ！」では、地域福祉の
専門職「コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）」
があなたの困りごとをお聞きします。

不登校や引きこもり、孤立の不安など、悩みが
あれば、お気軽にご相談ください！

８月・９月は、コロナ禍の影響によって「み
んなの居場所�あつまれ！」が中止に…。
しかし、社会福祉法人末広会が主体となっ
て、こども食堂を開催！施設の厨房でつくった
栄養満点のお弁当を配布しました。

地域の「居場所」を見つけよう！地域の「居場所」を見つけよう！

ご参加お待ちしています！

場所：特別養護老人ホーム
　　　第２春香苑
　　　川口市末広3-4-13

うなぎ弁当！

その①

こんにちは！かわぐちボランティアセンターです。今回はボランティアセンターより、
２点お知らせがあります♪少しでも興味があるかたは、ぜひご参加・お問い合わせください！

市内の各地域で、孤立の防止や居場所づくりなどの活動を進めていくためのスペースを
探しています。

少しでも気になるかたは、ぜひお問い合わせください！

かわぐちボランティアセンターからのお知らせかわぐちボランティアセンターからのお知らせ

居場所づくりのスペースを探しています！居場所づくりのスペースを探しています！

■問い合わせ■��かわぐちボランティアセンター�☎048(227)7640

こんなスペースありませんか？こんなスペースありませんか？
親の住んでいた家が空き
家になっているけど、使わ
ないと傷んでしまう…

会社の余っている部屋を、
地域貢献のために
活用できないか…

施設に交流スペースを
つくったので、

もっと活用したい…

◆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。

その②
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社協出前講座社協出前講座のの

問い合わせ��かわぐちボランティアセンター�☎048(227)7640

経済的な問題と併せて生活にお困りや不安のあるかたの相談窓口です。

収入が少なくて
生活に困っている…

家賃が
払えない…

仕事が
見つからない…

ひきこもりの家族
に悩んでいる…

ひとりで悩まず、ご相談ください。一緒に考え、自立に向けたサポートをします。

詳しくはこちらから

開 所 日 時�:� �平日�8時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）
場　　　所�:���川口市役所第二庁舎5階（川口市中青木1-5-1）
問い合わせ�:���☎048(299)8293�／048(299)8294

社協では、福祉の最前線で働いている職員を派遣して、出前講座を実施しています。
福祉について学んでみたいそこのあなた！まず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

相談無料・秘密厳守

一人暮らしで近くに頼れる
親族もいないし、
もしもの時の不安がある…。

そんなかたには「さわやかコール」！！
対象者は市内在住のおおむね65歳以上の
かた。健康状態や安否確認をしたり、
孤独感を和らげるため、定期的に
ボランティアがお電話をします！
利用料は無料です。
お気軽にお問い合わせください！

近所に一人暮らしで心配な高齢者
がいるけど何か使えるサービスが
あれば紹介したい…。

意外に知らない！？

福祉のこと、楽しく学んでみませんか？福祉のこと、楽しく学んでみませんか？

ご案内

対　象 川口市内の町会・自治会、団体、学校、企業など
費　用 無料 （ただし、外部講師を依頼する場合は有料）
時　間 30分から１時間程度（調整可能です）

充実のメニュー！ などボランティア入門 災害ボランティア 障害者スポーツ

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

さわやかコール事業さわやかコール事業

川川
か わ ぐ ち し せ い か つ じ り つか わ ぐ ち し せ い か つ じ り つ

口市生活自立口市生活自立サポートセンターサポートセンター
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情報＆募集コーナー情報＆募集コーナー 詳細は、お気軽に
お問い合わせください♪

電話のかけ間違いには、十分ご注意ください。

種 内 対 日 場

登録 問

定

￥ 申

…種類・職種 …日時・期間

…登録方法 …問い合わせ

…内容 …対象 …場所 …定員

…費用・料金 …申込み・提出・応募

あんしんサポートねっと（福祉サービス利用援助事業）生活支援員募集
内 　�物忘れなどのある高齢者、知的障害・精神障害のあるかたが安心して生活できるよう、生活

支援員が自宅を定期的に訪問し、郵便物などの確認や生活費の出し入れをお手伝いします
（活動費の支給あり）

対 　�2日間の講座に参加可能なかたで、福祉活動に関心または熱意があり、市内で平日活動ができる
普通自動車運転免許を保有する67歳未満のかた。

日 　①11月14日（月）13時30分〜16時　②11月15日（火）10時〜15時
場 　やすらぎ会館　集会室　 定 　20名
申・ 問 　電話・FAX・メールの、いずれかの方法でお問い合わせください。
　　　　　社協　福祉支援課　☎・FAX�048�(257)2500／ �shien@kawaguchisyakyo.jp

募

出張子育て相談「すまいる」参加者募集！
初めて子育てをする保護者のかたが楽しく交流
できるサロンを開催します。
内 　「赤ちゃんママサロン〜お友達を作ろう〜」　　　
対 　6カ月頃までの乳児と保護者(全日参加できるかた)
日 　�①11月16日（水）　10時30分~11時30分
　　　②11月30日（水）　10時30分~11時30分
場 　新郷南公民館　日本間1・2　
定 　8組（先着順）
申 　11月1日（火）10時より、メールにて申込開始
　　　 �poppo.heart.kosodate@gmail.com
問 　子育てひろばポッポ♡　☎048(287)4611

仕事に復帰する際の、社会資源の上手な活用の
仕方をお伝えします。
内 　「仕事復帰に向けて〜資源を活用しよう〜」
対 　子育て中で仕事復帰に不安のあるかた
　　　（就学前の乳幼児も一緒に参加できます）
日 　12月14日（水）　10時30分~12時
場 　西公民館　日本間1・2
定 　10組（先着順）
申・ 問
11月25日（金）10時より、電話にて申込開始
子育てサポートプラザ　☎048(250)1221

募

社会福祉協議会　訪問介護員募集 放課後児童クラブ支援員・補助員募集
種 　パートタイム
対 　介護職員初任者研修修了（旧ヘルパー２級）
　　　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
場 　市内ホームヘルパーステーション
定 　若干名
￥ 　時給　身体介護1,500円〜�生活援助1,250円〜
　　　※各種手当あり。有休あり。
申・ 問 　社協　在宅福祉課　☎048(229)7301

種 　①支援員（非常勤）　②補助員（パート）
対 　18歳以上で児童支援に熱意があり健康なかた
　　　�①保育士、幼稚園教諭、学校教諭、放課後児

童支援員認定資格のいずれかをお持ちのかた
　　　②資格要件なし
日 　①②日曜、祝日を除く月〜土のうち週5日
￥ 　①月給142,200円　
　　　②時給1,010円（有資格者1,050円）
申・ 問 　社協　企画総務課　☎048(252)1294

募 募

交通遺児育英事業　年末支援金のご案内
内 　交通事故で親御様をなくされたお子様へ、指定寄附金を財源とした年末支援金を支給します。
対 　市内に1年以上居住し、満18歳までのかた　　 ￥ 　3万円　　� 申 　12月5日（月）まで
問 　社協　企画総務課　☎048(252)1294

情



7

ありがとうございました（会員･寄附者一覧）
令和４年６月１日〜令和４年８月３１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4年度賛助会員　（単位：円）
フクダクリニック　福田定男 10,000
本多猛 10,000
赤井町会 5,000
前野宿町会 5,000
中島賢一 10,000
せらび鳩ヶ谷 5,000
一般財団法人 鳩ヶ谷中央病院 5,000
ゆとりの郷 5,000
平岡仁 10,000
㈲後藤組　後藤義則 5,000
鶴見製紙㈱ 5,000
旭グラファイト㈱ 5,000
きらぼし銀行鳩ヶ谷支店 5,000
㈱川口堂 10,000
マリヤ保育園 5,000
井上誠 5,000
矢作善秋 5,000
㈱トップ 5,000
やはぎ幼稚園 5,000
富田裕治 5,000
錦町町会 90,000
川口松本運送㈱ 5,000
根岸誠 5,000
㈱千代田技工 5,000
鳩ヶ谷第一クリニック 5,000
ジーエー・システム㈱ 10,000
㈱朝倉鋳物 10,000
光彩セレモ川口パレス 5,000
㈱ライト高圧 5,000
舩津事務所 5,000
リステ 5,000
㈱サンアロー 10,000
川口金物㈱ 5,000
パラシオン川口管理組合 10,000
デイサービスセンターひだまりの郷　南前川 5,000
行政書士田村太一事務所 5,000
㈱小島鉄工所 5,000
彩ネット㈱ 5,000
㈲北野屋 5,000
㈲川口木材工芸 5,000
㈱ヤマノビジネス 10,000
岩本良延 30,000
東豊冷工㈱ 5,000
㈱苅込工務店 5,000
㈱丸芝高圧瓦斯 5,000
川口薬品化学㈱ 5,000
㈲タチカワ建築設計事務所 10,000
羽鳥鍍研工業㈱ 5,000
㈱ハチケン 5,000
㈲早船印刷 10,000
㈲芝川サイクル・モータース 5,000

峠商会㈱ 5,000
青木信用金庫 5,000
伊藤鉄工㈱ 10,000
行政書士山室事務所 10,000
㈲荻原商店 5,000
㈲飯塚建工 5,000
㈱日環サービス 10,000
㈱ティーピーオー 10,000
㈲モモ 10,000
㈱スターライト工業 10,000
司法書士ひらの事務所 10,000
㈱ひかり塗装 5,000
㈱滝口興業 5,000
㈲小宮商事 5,000
三位電気㈱ 10,000
芝測量建築設計㈱ 10,000
学校法人武南学園 5,000
㈱タウンメンテナンス 5,000
㈱畑中製作所 10,000
㈱木下商事 5,000
盟進総業㈱ 5,000
埼玉県信用保証協会 5,000
一般社団法人川口歯科医師会 5,000
河村歯科医院 10,000
㈱飯塚兄弟電機商会 5,000
アスタリスク経営コンサルティングファーム 5,000
瀧野川信用金庫弥平支店 5,000
石川運送店 20,000
ライフテック㈱ 5,000
スズキ模型上青木店 5,000
医療法人刀水会齋藤記念病院 10,000
サン印向山食品工業㈱ 5,000
埼玉県自動車整備振興会川口支部 10,000
川口トラック協同組合 10,000
ジャパンリース 10,000
㈱日光溶材 5,000
㈱埼玉第一興商 15,000
㈱あんりつ 10,000
㈱アイテム 5,000
葵トーヨー㈱ 5,000
日本シーム㈱ 25,000
小原歯車工業㈱ 10,000
埼玉縣信用金庫川口朝日支店 5,000
合同会社心づくし 5,000
㈱タカホームサービス 5,000
税理士法人倉持会計 5,000
飯三町会 90,000
㈱野義 10,000

薬林寺 10,000
川口鋳物工業協同組合 10,000
川口公証役場 10,000
星野自動車工業 10,000

飯塚２丁目町会 90,000
小谷野医院 5,000
合名会社桃林堂薬局 10,000
日東機材㈱ 50,000
㈱武南設備工業 5,000
社会福祉法人元気村特別養護老人ホームかわぐち翔裕園 5,000
㈲リバティ 10,000
㈱安行植物取引所 5,000
青木信用金庫　鳩ヶ谷支店 5,000
伸明建設㈱ 5,000
㈲誠自動車 50,000
関東図書㈱ 5,000
㈲大熊鉄工所 5,000
洲崎昇 5,000
㈱埼玉植物園 10,000
セブンイレブン鳩ヶ谷坂下１丁目店 5,000
仲町１丁目町会 90,000
さいたま行政書士合同事務所 10,000
㈲稲見製作所 5,000
姫神造園㈲ 5,000
ひのつめ幼稚園 5,000
芝南保育所 5,000
㈱明光社 10,000
原町町会 90,000
㈲総合卸細田 5,000
㈱小野田土地建物 10,000
㈱三ツ矢 5,000
大蔵屋商事㈱ 5,000
マスキンデベロップメント㈱ 10,000
㈲サービスセンター白備 20,000
㈱米満興業 10,000
㈱デジタルＳＫＩＰステーション 5,000
㈱石峰興業 5,000
ふじみ幼稚園 5,000
かんけ工房 5,000
㈱ＴＳビルマネジメント 5,000
㈱エキスパートオブジャパン 5,000
川口信用金庫 5,000
小嶋鳥一 5,000
地蔵院 5,000
㈱高柳組 50,000
㈱スタート 30,000
富士鋼工業㈱ 10,000
川口商工会議所 50,000
㈱ジェイコム埼玉・東日本 川口・戸田局 10,000
㈱枝堀園 10,000

金剛寺 10,000
㈱相馬建設工業 5,000
公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会川口支部 5,000
㈱エフアンドビー 10,000
匿名　６6 件 495,000 

令和4年度施設・団体会員　（単位：円）
わかば会 4,000
NPO 法人リンクス　ねこのて 2,000
特定非営利活動法人リンク リライアンス 2,000
埼玉県済生会ワークステーションみのり 2,000
グループホームはとがやの杜 2,000
社会福祉法人あかぼり福祉会ゆりケ丘学園 2,000
一般社団法人からふる 2,000
社会福祉法人めだかすとりぃむ 2,000
子ども広場「エンジ」 2,000
特定非営利活動法人ネットワークあゆみ 2,000
川口市議会議員待遇者友の会 10,000
中央地区民生委員児童委員協議会 6,000
飯塚地区民生委員児童委員協議会 6,000
横曽根地区民生委員児童委員協議会 6,000
青木地区民生委員児童委員協議会 6,000
上青木地区民生委員児童委員協議会 6,000
前川地区民生委員児童委員協議会 6,000
南平地区民生委員児童委員協議会 6,000
朝日地区民生委員児童委員協議会 6,000
新郷地区民生委員児童委員協議会 6,000
神根地区民生委員児童委員協議会 6,000
芝東地区民生委員児童委員協議会 6,000
芝西地区民生委員児童委員協議会 6,000
安行地区民生委員児童委員協議会 6,000
戸塚地区民生委員児童委員協議会 6,000
鳩ヶ谷第１地区民生委員児童委員協議会 6,000
鳩ヶ谷第２地区民生委員児童委員協議会 6,000
鳩ヶ谷第３地区民生委員児童委員協議会 6,000
匿名　６件 12,000 

一般寄附金（単位：円）
三河屋酒店　黒野 15,000 
㈱アイプロエスト社員一同 7,500 
川口リサイクル事業協同組合 200,000 
建設ユニオン埼玉　川口地区 1,100 
㈱川口斎苑サービス 500,000 
元郷二丁目商工業会 20,000 
川口東ロータリークラブ 50,000 
川口中央福音自由教会 7,000 
戸田・蕨・川口三市社協連絡協議会 95,723 
やないクラブ　会長　栗田利夫 100,000 
㈲さらしや 50,000
中村トフ子 10,000
たたら祭り街商一同 500,000
匿名　４件 67,024

指定寄附金　（単位：円）
菅原健吾 6,000
ケアバンク老人ホーム紹介センター 2,000
匿名　１件 60,000

物品寄附
マルハン川口店　　　　　　食料・日用品　　 　 139 点
明治安田生命川口南営業部　タオル　　　 　 　 　　62 本
青木信用金庫　　　　　　　食品類　　 89 箱　2,670 食

◆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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第20回

川口市立科学館
Kawaguchi Science Museum

社助が行く！

www.kawaguchisyakyo.jp

＠kawaguchisyakyo

川口市社協の最新情報はこちらから！！
《ホームページ》

《Twitter》

♯川口社協

　♯福祉

川口市社協

社協だよりは共同募金の配分をうけて発行しています。

楽しい展示や新たな発見でみんなにわくわくを届けてくれる川口市立科学館。実は福祉的な配慮もたくさんしている施設
だったんだ！１階にある科学展示室と、３階にあるプラネタリウム、8階にある天文台を見学させてもらったんだけど、
社助が見つけたポイントを紹介するよ✨

段差のない、フラットな床の作りだったよ！展示装置の
高さが低く作られているので、
車いすのかた、子どもからご高齢の
かたまでじっくりと見学ができます
たくさんの展示装置があって、
科学について楽しく学べたよ♪

とっても見晴らしの良い天文台にも上らせてもらいました！
車いすのかたでも移動できるスロープやリフトがあったよ！

夜間観測会や、天体のライブ配信も行っているそう

●�車いす専用のエレベーターを発見！�
1階から３階のプラネタリウムまで、車いすに乗ったまま
スムーズに移動できるよ！ベビーカーもOK✨

●�プラネタリウム内には車いすのまま入れる専用の
　スペースもあったよ！最大6台まで入ります。

1階科学展示室 3階プラネタリウム

8階天文台

荒川ゴミ拾いボランティア荒川ゴミ拾いボランティア
「清掃中」参加者募集！「清掃中」参加者募集！

荒川のゴミ拾いをしながら、川の生き物や水質に
ついて調べることで、SDGsの活動にもなるよ。
楽しく学びながらボランティアをやってみよう！

◇対象：市内在住・在学の小学生から概ね25歳位まで
◇日時：10月23日（日）10時〜12時　
◇場所：荒川（通称：釣り堀池）周辺
◇定員：15名（先着順）
◇申込：かわぐちボランティアセンター
　　　　☎048（227）7640

ガラスの
エレベーター

利用の際は、
事前にご連絡
ください♪

HPはコチラ！

【問い合わせ】　　　　　　　������電話：048(262)8431		FAX：048(262)8481川口市立科学館
Kawaguchi Science Museum

スロープ リフト

65cmの望遠鏡は大迫力！




