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「私の命」 

私の命が今あるのは、誰よりも多くの人の支えがあったからです。
私は、先天性胆道閉鎖症という病気で生まれてきました。生後すぐ
に、手術・入院と病院生活が始まったそうです。それでも肝臓はよ
くならず、自分の肝臓では七才まで生きられないと宣告をうけました。
そこで、最後の手段として生体肝移植をすることに決まり、家族の生
活は一変し、私中心の生活になりました。母から肝臓の一部をもらう
ことになり、母はたくさんの検査とダイエットをしました。母のいな
い家庭で父は仕事の他に姉兄の世話、料理、幼稚園の弁当作りなど慣
れないことをしました。姉兄はいろいろなことを我慢したそうです。
私の命を救うため家族は一丸となってくれました。
そして、二度の手術をする中でたくさんの病院の医師、看護師、薬
剤師、移植コーディネーター、職員の方々と関わりをもちました。そ
の方たちの適切な処置やお世話がなかったら私の命はなくなっていた
ことになります。今、何の制限もなく中学校生活が普通に送れている
のは難しい生体肝移植ができたからであり、それに関わってくれた多
くの方々のおかげです。十四年間今でもずっと病院の先生とは関わっ
ていて私の体調に気を配ってくれています。一生つき合わなくてはな
らない病気なので、小学校高学年になった頃から病気について詳しく
説明してくれる看護師さんもいます。外来で会った時には、
「元気？」
「勉強、バレー頑張ってる？」
と優しく声をかけてくれ、お話をする時間がとても楽しいひとときです。
それから、同じ病気だったお友達ともずっとつき合いがあります。
お母さんたちが情報交換をし、子どもらの成長を見守ってきました。
今でも、近況を報告し合っています。
これだけたくさんの人と出会い、今もずっと関わり合えているとい
うことは私にとって幸せなことです。病気だったから出会えたんだ。
こんなにたくさんの人に巡り合えたのは、私がもっている運なのだろ
（敬称略）
う。今では、病気を悔むことなく、自分のものとして受け入れること
入選作品
ができた。病気がもってきた唯一の幸運だと思います。
私は将来、小学校の先生になりたいと思っています。子どもらが私
と関わる中で何かを学び、つないでいってほしいと思っています。
私は、この命を大切にして中学校生活を充実したものになるように
頑張っていきたいと思います。

（ふれあい福祉センター内）

〒349−0121 蓮田市関山４−５−６
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埼玉県社会福祉協議会主催の「小中学生作文コンクール～人とのつながり・
地域での支えあい～」には、埼玉県内で 3,718 作品（うち蓮田市は 60 作品）
の応募があり、蓮田市では５作品が入選しました。平成 30 年12 月 17 日の表
彰式では、審査員特別賞の蓮田中学校 2 年生 山﨑夏花さんが表彰を受けました
（写真）
。今回の社協だよりでは受賞作品『私の命』を紹介します。
（蓮田市社会福祉協議会では市内応募者全員に記念品を贈呈しています）

この社協だよりは共同募金の配分金により発行しています。

ふれ あ い

いき
いき

サ ロ ン

活動紹介

❶ 綾瀬自治会いきいきサロン「癒しの泉」
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平成 30 年９月 12 日に開催した 10 周年記念の式典の様子です。
近隣の住民同士のつながりを大切にし、ひとりぼっちにしない
居場所づくりを目的に、自治会を中心としたふれあい・いきいき
サロンが始まり、10 年間毎週続けられています。
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❷ サロンすみれ
平成 30 年 12 月 20 日にクリスマス会を開催しました。手
作り料理の食事会や参加者が演じた劇「白雪姫」、ビンゴゲ
ーム、カラオケを楽しみました。

❸ 平成 30 年度第１回「ふれあい・いきいきサロン」連絡会
平成 30 年 10 月 11 日に市役所で開催され、各サロンの活動
報告や情報交換、グループワークなどを行いました。
社協が支援しているふれあい・いきいきサロンは 41 サロンに
なりました。地域で生活する高齢のかたや地域のみなさんが協力
し、誰もが無理なく気兼ねなく参加できる「みんなでふれあい、
いきいきと楽しめる集いの場」となるよう、今後も健康増進や地
域での仲間づくりに向けてサロン活動を支援してまいります。

今年の啓発標語は
「一人より みんなで
つながる 大きな力」
です

第25 回
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障害者週間事業の駅頭キャンペーンを実施
平成 30 年 12 月３日に蓮田駅前で実施した障害者週間啓発事業
「駅頭キャンペー
ン」の様子です。
障害者週間（12 月３日～９日）は、広く障がい者の福祉への関心と理解を深め
るとともに、障がい者があらゆる分野の活動に積極的に参加促進することを目的
に定められています。
蓮田市民生委員・児童委員協議会、蓮田市障がい者団体連絡協議会の協力のもと、
蓮田市、蓮田市身体障害者福祉会、蓮田市社会福祉協議会の共催でご通行中のみ
なさまへ共生社会の実現に向けて、啓発標語「一人より みんなでつながる 大
きな力」
（蓮田市障がい者団体連絡協議会が選定）を添えた啓発品を配布しました。
当日は、蓮田市のマスコットキャラクター「はすぴぃ」もキャンペーンに参加し、
市民のみなさんとふれあいました。

ふ れあいランド

〜障がい者（児）スポーツ大会〜
障がいのある人もない人も、いっしょに楽しく過ごしましょう。
日時：平成 31 年３月３日（日）午前 10 時～午後３時（予定）
場所：蓮田市総合市民体育館 パルシー
費用：無料（自由参加）
詳しくは、広報はすだ２月号をご覧願います
問合せ 市役所福祉課障害福祉担当 内線139 または社協まで

岩槻警察署と「 見守りネットワーク」
に関する覚書を締結しました
本会と岩槻警察署は「子どもや高齢者等
が安全に安心して生活できる社会づくりを
推進するための覚書」を平成 30 年 12 月
13 日付けで締結しました。これは、県内
の警察署が管轄区域内にある各社会福祉協
議会と個別に覚書を締結するもので、相互
に連携や協力をして地域の安全に関する情
報を共有することを目的としています。
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平成30年度埼玉県社会福祉大会

社会福祉活動に貢献されたかたが
表彰されました
「ともに生きる社会へ」～みんなの支え合いが未来を
創る～をスローガンに、平成30年度埼玉県社会福祉大
会が平成30年11月27日に埼玉会館にて開催されました。
この大会は、埼玉県の社会福祉の発展に功績のあっ
たかたがたを表彰するとともに、県内の社会福祉関係
者が集い、社会福祉に関する課題の解決に向けた決意
を新たにし、福祉活動の更なる普及と充実を図ること
を目的とするものです。
蓮田市からは社会福祉活動等に貢献された次のかた
が表彰されました。
◇埼玉県共同募金会会長表彰
共同募金運動に10 年以上継続従事した功労者
木佐木照男 様
向田 吉彦 様
大塚 武夫 様
◇埼玉県社会福祉大会会長表彰
 現に社会福祉協議会役員等であって、その在職期
間が原則として15 年以上の功績顕著者
大野 禮子 様
下田 ナカ 様
 現に施設・団体の職員であって、その在職期間が
原則として15年以上の功績顕著者
坪井由紀子 様

蓮田市身体障害者福祉会

輪投げ大会を開催

平成 30 年 11 月 18 日、蓮田市身体障害者福祉会
主催による第 29 回輪投げ大会が中央公民館で開催さ
れました。当日は正会員、賛助会員あわせて 35 人が
参加し、輪投げゲームを楽しみつつ順位を競い合いま
した。ゲームでは、点数が入ると歓声や拍手が沸き起
こっていました。蓮田市身体障害者福祉会では、さま
ざまな行事を通じて交流を行い、健康の維持や社会参
加を推進しています。
【会員を募集しています】
蓮田市身体障害者福祉会では、市内在住の 18 歳以
上の身体障害者手帳所持者が入会し、健康維持や仲間
づくりを目的に研修や親睦旅行、レクリエーションな
どの活動を行っています。
ご一緒に活動してみませんか。申し込み、お問い合
わせは社協までお寄せ願います。
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ありがとうございました

−共同募金募金結果−

共同募金（赤い羽根募金・歳末たすけあい募金）は、
自治会をはじめ学校からの募金や街頭募金などを通じ
て、多くのみなさまのご協力をいただき、下記の結果
をおさめることができました。
ご協力いただいた募金は、
埼玉県共同募金会を通じて
民間の福祉団体などへ配分
されます。あたたかいご協
力をいただき誠にありがと
うございました。
（配分事業の内容については
４月号でお知らせします）

平成30年度
赤い羽根募金実績
戸 別 募 金 5,400,473
街頭募金

174,023

学校募金

76,174

職域募金

296,023

個人・法人
募
金

12,112

合

計

5,958,805

平成30年度
地域歳末たすけあい募金
実績
戸 別 募 金 2,368,049
個人・法人・
街頭募金
合

計

58,577
2,426,626
（単位：円）

（平成30年12月25 日現在）

（単位：円）

やさしさいきいきフェスティバルを開催

〜蓮田はなみずき作業所
「よさこいソーラン踊り」を披露〜
第 23 回やさしさいきいきフェスティバルが開催さ
れ、パルシーアリーナで社協ブースを出展しました。
ボランティアグループまろにえ会様のご協力によるお
もちゃ作り・昔遊び体験や、有限会社かんざわ様のご
協力で福祉用具の展示、車いす介助体験などを実施し
ました。
ハストピアのどきどきホールでは、蓮田はなみずき
作業所の利用者のみなさんがステージ発表を行いまし
た。この日のために毎日練習に励み、
「よさこいソー
ラン踊り」を披露しました。

はすだ地域支えあいサービス
日常生活のちょっとした困りごとを社協に登録した
ボランティアの「協助会員」がお手伝いしています。
サービスを利用できるかた
社協会員世帯で、
ア、ひとり暮らしの高齢のかた
イ、高齢のかたのみの世帯 など
主なサービス
家の掃除、ゴミ出し、庭の簡単な手入れ、買い物、
衣類の洗濯、電球等の交換 などで 1 時間以内に作業
が完了するもの（共同作業もあります）
（利用料）30 分当たり 300 円をいただきます。
※ 「協助会員」を募集しています。できる内容、
時間帯でご登録いただけます。謝礼として１時間
の活動ごとに 500 円の「蓮田市内共通お買い物
券」をお渡しします。

社会福祉協議会の

活動を
紹介します
蓮田市社会福祉協議会（社協）では、地域福
祉の推進に向けてさまざまな取り組みを行って
います。これらの活動は、自治会や民生委員・
児童委員をはじめ、ボランティアなど、地域の
みなさまのご協力をいただきながら進められて
います。ここでは活動の一部についてご紹介し
ます。

福祉車両の貸出し事業
車いすを利用している高齢のかたや障がいのあるか
たの外出支援として福祉車両の貸出しを行っています。

紙おむつ支給事業
在宅介護の支援を目的に紙おむつを支給しています。
サービスを利用できるかた
社協会員世帯で、
ア、介護保険要介護３～５の認定を受けているかた
イ、身体障害者手帳１～３級、療育手帳Ⓐ～Ｂ、又
は、精神障害者保健福祉手帳１級の交付を受けて
いるかた
サービスの内容
偶数月に社協指定の中から
希望する紙おむつを１種類宅
配します。

車いす短期貸出し事業
車いすが必要な高齢のかたや障がいのあるかたの外
出支援として車いすの貸出しを行っています。
（貸出期間は最長１ヶ月です）
利用料
社協会員世帯：無料
社協会員でない世帯：１日につき 100 円

心配ごと相談所の運営
広く市民の生活上の相談に応じてその福祉を図るこ
とを目的に、
月１回心配ごと相談所を開設しています。
電話相談もお受けします。
相談日
利用料

原則として毎月第３月曜日（祝日の時は翌日）
無料

サービスの内容
社協会員世帯に、４日を限度として下記車両を貸出
します。
ア、車いす乗り入れ可能なリフト付きワゴン車（車
いす３台まで積載可）
イ、車いす乗り入れのためのスロープ付き軽自動車
（車いす１台積載可）
【利用料】
利用日数
当日返却
１泊２日
２泊３日
３泊４日

利用料
500 円
1,000 円
2,000 円
3,000 円

※い ずれも指定給油所で
ガソリン満タンにして
の返却となります。

貸出用スロープ車
（軽自動車）

ひとり暮らし高齢者等見守り事業
ひとり暮らしの高齢のかたなどが、住み慣れた地域
で安心して生活できるように、民生委員やボランティ
アの「見守り協力員」が月２回見守り訪問を行ってい
ます。
サービスを利用できるかた
75 歳以上の社協会員世帯のかたで、
ア、見守りを希望するひとり暮らしの高齢のかた、
または高齢のかたのみの世帯
イ、民生委員等から見守りが必要と判断され、本人
または親族等の同意があったかた
※「見守り協力員」ボランティアを募集しています。
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障がい者就労支援センター事業

ふれあい・いきいきサロン活動への支援

障がいのあるかたの働くことへの支援や障がいのあ
るかたの雇用を考えている企業の支援を行っていま
す。
（蓮田市からの受託事業です）
就労を希望される障がいのあるかたがひとりでも多
く就労し地域で自立した生活をおくることを目的とし
ています。

ふれあい・いきいきサロンは、地域の高齢のかたと
住民のみなさんが協力して取り組んでいる活動です。
社協では、高齢のかたの閉じこもり防止、健康増進
などを目的とするサロン活動に対して助成金の交付な
どさまざまな支援を行っています。( 現在 41 ヶ所の
サロンを支援しています）

主な内容
ア、求職のための活動支援
イ、職場実習のための支援
ウ、雇用主との調整、就労後のフォロー など

支援の対象サロン
ア、概ね自治会を単位として実施されていること
イ、月２回以上の開催を予定していること
ウ、こころとからだの健康の維持増進を考慮したプ
ログラムを予定していること など

サービスを利用できるかた
市内在住の障害者手帳を所持する就職を希望するかた

福祉教育の推進
蓮田はなみずき作業所の運営
蓮田はなみずき作業所は、障害福祉サービス事業所
として、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営
むことができるよう、個別支援計画を作成して生活介
護サービスを提供しています。
主な内容
ア、食事、排泄等の介助、日常生活支援
イ、軽作業等の生産活動や創造的活動
ウ、身体能力、日常生活能力の維持向上の支援 など
サービスを利用できるかた
市内在住の 18 歳以上で障害支援区分が３以上の知
的障がいのあるかた
問合せ
電話：048－766－2619

蓮田はなみずき作業所

市内の小学校・中学校の児童生徒が福祉の心を育む
ための取り組みとして、福祉教育を支援しています。
福祉教育は学校独自に行われているものも含め、市
内すべての小学校・中学校で実施されています。関係
機関の協力により、車いすやアイマスクによる疑似体
験や介助体験、点字や手話の学習、障がいのあるかた
の講話など、プログラムを通じてさまざまな立場の人
の気持ちに気づき理解を深める学びの場を提供してい
ます。

印刷機利用サービス
自治会・社協登録サロン・社協登録ボランティアグ
ループ等に印刷機を貸出しています。
①一原稿あたり 20 枚以上 ②モノクロ印刷のみ
③ 1 回 100 円
④用紙は持参

生活援護活動の取り組み

作業の様子

ホームヘルパー派遣事業
ホームヘルパー派遣事業は、介護保険や障害福祉
サービスの事業所としてサービスを提供しています。
要介護等の状態にあるかたや障がいのあるかたが自
立した日常生活を営むことができるよう、個別のサー
ビス計画に基づいた支援を行っています。
主な内容
ア、入浴、排せつ、食事、外出等の介護
イ、調理、生活必需品の買い物、住居等の掃除、整
理整頓など
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低所得世帯や障がい者世帯、高齢者世帯などで生活が
困窮している世帯に対して下記の支援を行っています。
①資金の貸付
・生活福祉資金（埼玉県社協からの受託事業です）
・福祉資金（独自事業）
②生活相談支援と緊急時の現物給付による経済的支援
・彩の国あんしんセーフティネット事業（社会福祉
法人社会貢献事業）

あんしんサポートねっと事業
ひとりで判断することに不安のある高齢のかたや障
がいのあるかたなどが安心して日常生活を送れるよう
「生活支援員」が訪問し、福祉サービスの利用援助や
暮らしに必要なお金の出し入れなどの援助を行ってい
ます。
（埼玉県社協からの受託事業です）
【利用料】所定の利用料をご負担いただきます。

蓮田市

平成30年度

冬号

ボランティア養成講習会を開催しました
社協では、この秋に各種ボランティア
養成講習会を開催しました。受講者は熱
心に楽しく講習に参加し、修了された多
くのかたがボランティアグループに加入
して活動しています。
1

1

2

点訳ボランティア養成講習会
…９ 月から 10 月の全６回講座で２人
が受講

2

音声訳ボランティア養成講習会
…９ 月から 10 月の全６回講座で 10
人が受講

3

アートクラブ体験講座
…11 月の全２回講座で５人が受講

3

老後を豊かにする
ボランティア活動資金助成事業の助成が決定しました
「公益財団法人 みずほ教育福祉財団」の
助成事業において長崎第２なかよしサロン、
蓮田ボランティアガイドの会の２団体に対す
る助成が決定し贈呈されました。
助成金により、プロジェクターやマイク等
の必要な物品を購入し、より活動が広がって
います。
写真は長崎第２なかよしサロンの活動の様
子です。

ボランティア活動保険

〜万が一に備えて〜

ボランティア活動保険は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。
平成 31 年度の加入受付を３月から開始します。補
償期間は平成 31 年４月１日（年度途中加入手続きの
場合は翌日）から平成 32 年３月 31 日になります。
ご加入プラン
保険料

Ａプラン

Ｂプラン

基本タイプ

350 円

510 円

天災タイプ

500 円

710 円

6

ボランティア活動をしてみませんか。
ボランティア活動は、地域のなかで高齢者も障がい者も子どもも誰もが一緒に、
元気に、楽しく、幸せに暮らしていくために、
自分たちそれぞれができる活動です。
社協のボランティアセンターには
ボランティアグループ、個人ボランティア、特技ボランティアの登録があり、
さまざまな活動をしています。
ボランティア活動に興味がある、はじめたい、知りたい…というかたは
お問合せをお願いします。

【平成30年度

登録ボランティアグループ一覧】

登録団体名

主な活動内容

1

介護ボランティアあい

病院や福祉施設の行事のお手伝いや、学校などへの車いす体験・介助方法の指導、奇数月
の第２木曜日にふれあいサロンを開催しています。

2

蓮田市声のグループいずみ

市の広報やエッセーを音声訳 CD に録音し、視覚障がい者や高齢者へ配布しています。

3

さざ波

使用済み切手やベルマークなどを収集整理し、福祉施設やユニセフなどへ資金援助の一部
として送っています。

4

蓮田市点訳グループ
「ともしび」

視覚障がい者の希望図書等や市の広報の点訳、学校への点訳指導をしています。

5

手話 蓮の実会

聴覚障がい者と連帯を深め、地域福祉の向上に向けて活動しています。市の講習会への講
師派遣や小中学校での手話教室など、聴覚障がい者と共に活動をしています。

6

街づくりの会

公共施設やお店などを障がい者の立場で点検や運動をして、バリアフリーの街づくりを目
指しています。

7

まろにえ会

福祉施設や病院、サロンでレクリエーションのお手伝いや、ひとり暮らし高齢者等見守り
事業で訪問時に添える絵手紙の作成、子どもたちへ昔遊びやものづくりの指導をしていま
す。

8

友愛電話ちどり

ひとり暮らしの高齢者宅へ毎週金曜日に電話でのお話し相手や季節の便りをお届けしてい
ます。

9

保育ボランティアゆりかご

親子ひろば「たんぽぽ」を開催しています。
公演会・講習会、サークル活動の際に乳幼児の保育をしています。

10

布の絵本 さくらんぼ文庫

布の絵本・布のおもちゃ・エプロンシアターの製作と貸出し、手作りおもちゃ講習会の開
催をしています。
（場所 : ふれあい福祉センター 第 2・4 木曜日 10 時～ 15 時）

11

蓮田おもちゃ病院

12

アートクラブ

高齢者施設でのクラブ活動や地域の集まりなどで自由な発想で絵を描いたり作品づくりを
しています。

13

ゆずりっこ

子育て支援活動として、乳幼児・子供服のリサイクル会を開催しています。
（不定期）

14

蓮田ボランティアガイドの会

蓮田市の歴史・自然・文化・産業などの観光案内、講演会を開催しています。

15

蓮田おはなしの会

保育園、学童保育所、小中学校、図書館などでおはなし会を開催し、昔話の語りや絵本の
読み聞かせをしています。

16

市民の健康を考える会
ヒオウギ

花の働きによる豊かな心と心身の健康の推進を目的に、小中学校や駅トイレに花の活けこ
み、特別支援学級や福祉施設で花の講習会をしています。

17

セーフティネット 21

地域のつながりを大切にし、子どもから高齢者まで参加できる収穫祭を開催しています。

18

劇団 さいのこ

子どもたちに生のお芝居に触れる楽しさを伝えることを目的に、施設やお祭りなどのイベ
ントで、人形劇や紙芝居や手遊びを行っています。

19

おおば文庫

幼児から大人まで本の読み聞かせや貸し出しによる交流の場をつくり、大人対象の朗読勉
強会を行っています。

20

蓮田傾聴グループ

高齢者施設や個人宅を訪問し、お話しを聴き安心感を持って頂ける心に寄り添う傾聴活動
を行っています。

ものの大切さを知ってもらうことを目的に壊れたおもちゃの修理をしています。
（場所：児童センター 第 2 土曜日他）

問合せ先・連絡先
7

社会福祉法人 蓮田市社会福祉協議会
〒349-0121 蓮田市関山 4 - 5- 6

☎ 048−769−7111

情報コーナー
期日
10. 9
10. 9
10.16
10.25
10.26
10.26
10.30
11. 1
11. 1
11. 7
11. 8

♥

金額・品名

小野寺 邦治 様
14,923 円
小野寺 邦治 様
シーツ、肌着類
匿名
新品タオル
匿名
車いす一台
上甲 荘介 様
紙おむつ多数
匿名
紙おむつ
建設埼玉 蓮田支部 様
1,300 円
岩槻蓮田地区更生保護女性会 様
5,000 円
手芸趣味の会 様
20,000 円
匿名
新品衣類
歯科ハスダクリニック
18,029 円
患者様一同 様
11. 8 三浦 敏行 様
20,000 円
11.12 匿名
15,000 円
11.15 蓮田北小学校昭和 36 年卒業生
21,752 円
同窓会一同 様
11.19 ASA 蓮田中央
43,496 円
（11 月フラワープレゼント） 様
11.20 和気 智子 様
玄米約 5㎏
11.20 匿名
新品介護用品
11.26 蓮田市産地直売朝市
11,360 円
推進委員会 様
11.30 匿名
紙おむつ多数
12. 4 有限会社 相生興業 様
30,000 円
（歳末たすけあい募金）
12.17 ASA 蓮田中央
30,042 円
（12月フラワープレゼント） 様
12.18 匿名
紙おむつ多数
12.19 ボランティア
ベルマーク、
使用済
ひまわりグループ 様
葉書、使用済切手
12.20 蓮田ロータリークラブ 様
10,000 円
（歳末たすけあい募金）
12.20 藤倉化成 株式会社 鷲宮事業所 様
災害用備蓄品

お寄せいただいた金品につきましては、地域福祉事
業の推進に活用させていただきます。
平成 30 年北海道胆振東部地震災害義援金
（中央共同募金会送金分）
期日
11.27 須田

氏 名
順子 様

金

額
10,000 円

蓮田市社会福祉協議会では、埼玉県共同募金会蓮田
市支会として平成 31 年３月 31 日まで「平成 30 年
北海道胆振東部地震災害義援金」をお受けしています。
お預かりした義援金は中央共同募金会を通じて被災地
に送られます。

寄附金等で寄附金控除または税額控除ができます
蓮田市社会福祉協議会に対する寄附金、特別会費は、
所得税及び個人住民税の寄附金控除または税額控除を
受けることができ、控除を希望する場合は、蓮田市社
会福祉協議会が発行した領収書と証明書を添えて確定
申告が必要です。
（共同募金については、共同募金会
が発行する領収証が必要です。）
市内総人口

61,970人

65歳以上の高齢者 19,281人

©蓮田市社会福祉協議会

ひとり親家庭へお祝い金の贈呈

温 かいみなさまの善意
氏名・企業名・団体名

「みんなの福祉」についての
お問い合わせは ☎769−7111 へ
ご案内

小学校または中学校へ入学する子のいる下記の世帯へ
お祝い金を贈呈します。
対
象 ①と②のどちらも該当するかた
（生活保護受給世帯は除きます）
①ひとり親家庭の親または父母のいない児童を
養育し、平成 31 年４月に小学校または中学
校へ入学する児童を扶養しているかた
②市県民税が非課税の世帯
祝金の額 ひとりにつき一万円（予定）
申請締切 平成 31 年２月 22 日（金）必着（郵送可）
提出書類 ①申請書②扶養者の非課税証明書③ひとり親家
庭等医療費受給者証の写し
※申請書は社協窓口及びホームページからもダウンロード
できます。

登録ホームヘルパー募集

募集中

勤務地
日 時

蓮田市内
原則として月曜日から金曜日で週２回程度
午前８時 30 分～午後５時のうち２～４時間から
相談可
賃 金 時給 1,200 円（ほかに活動１回あたり 100 円の
事務費を支給します） ※福利厚生あり
資 格 次のいずれかに該当するかた
①介護福祉士 ②介護職員初任者研修修了者
③旧ホームヘルパー養成研修２級課程以上の修了者
※採用は登録ホームヘルパー就業規則に基づきます
※詳しくは社協で配布しているホームヘルパー（登録）募
集要項又は社協ホームページをご覧願います。

市民公開講座を開催します

ご案内

講

演 「障害のある人の『親なきあと』

～親がいまできることのすべて」
講 師 渡部 伸 氏（行政書士）
日 時 平成 31 年２月２日（土）午後１時 ～ 午後４時
会 場 はすとぴあ 多目的ルーム（無料・手話通訳あり）
※当日は市内の障害者施設・事業所の授産製品展示販売会
も行います。
主 催 蓮田市障がい者団体連絡協議会
後 援 蓮田市・蓮田市教育委員会・蓮田市社会福祉協議会
問合せ 電話：048－764 －3881
（社会福祉法人 みぬま福祉会 澤田まで）

心配ごと相談

ご案内

困りごとや悩みごとなど、お気軽にご相談を。電話相談
もお受けします。
《１月～４月の相談日》
● １月 21 日（月） ● ２月 18 日（月）
● ３月 18 日（月） ● ４月 15 日（月）
時間 午前９時～正午 場所 ふれあい福祉センター相談室

男 8,856人

女 10,425人

高齢化率 31.1％（平成30年12月1日現在）

