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支え合いの心を育み、誰もが地域でつながるまち

“住民参加型”在宅福祉サービスあいはぁと事業協力会員（ボランティア）の活動の様子

社協会員会費は、住民同士が協力して地域で行う、一番身近なふくしの活動に使われています。
（詳しくは2ページをご覧ください。）

お も な 内 容
●７月は社協会員募集の強化月間です！…… ２
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デフアスリートに聞く!!
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朝霞社協の見学ツアー
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「あいはぁと事業」講習会のご案内

ほか

●ボランティアセンターへGO‼…… １２〜１３
彩の国ボランティア体験プログラム

ほか

●社協に寄せられたみなさまの善意……… １４
「歳末援護金」のお知らせ

ほか

●社協会員募集追加報告…………………… １５
赤い羽根共同募金追加報告

ほか

●るくるんのしあわせ探し………………… １６

広報紙「社協あさか」は、みなさまからの会員会費と共同募金の配分金により発行しています。
広報紙「社協あさか」の音声CD（デイジー形式）を図書館本館と北朝霞分館で貸し出しています。
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７月は社協会員募集の強化月間です！
社協の役割

社協（社会福祉協議会）は、社会福祉法に定められた地域福祉の推進を目的としている公共性の高い民間の
団体です。
近年、家族や地域のかたちが変化し、人間関係が希薄になる中、地域の中で孤立する方々や、お互いが無関
心な中で発生する都市型犯罪などの問題が明らかになっています。こうした課題には、行政によるサービスの
提供だけではなく、地域に暮らす住民同士の支え合いが大切です。
朝霞社協は地域福祉を推進する中核的な団体として、
『ともに生きる豊かな地域社会「あさか」の実現』を
目指し、地域のみなさまと一緒に活動しています。

会員の種類

社協会員って何？
社協会員とは、社協の活動に賛同し、資金面でサポート
していただいている方々のことです。ボランティア活動な
ど直接的な活動への参加が難しくても、社協会員になるこ
とで、地域福祉活動の支援を行うことができます。

協力方法
個人、または団体で加入いただける方は、下記のお問い
合わせへご連絡ください。
なお、町内会・自治会を通じてご協力いただける方は、
町内会・自治会役員の方にご確認をお願いします。

一般会員

年額

500円以上

賛助会員

年額 1,000円以上

特別会員

年額 5,000円以上

※2,000円を超える会費は
税制上の優遇措置（所得
控除・ 税額控除）の対象
ホームページ
になります。
※500円未満のご協力も寄付金として
活用させていただきます。

会 費 の 使 い み ち（例）
身近な居場所づくり

福祉の心

ふれあい・いきいきサロンの推進

小中学校の総合学習で福祉教育

▲活動などの意見交換や情報提供の場として
「サロン活動サポート会」を開催

▲視覚障害について学ぶ子どもたち

支え合いの仕組み

地域の人と共に

“住民参加型”在宅福祉サービス あいはぁと事業

▲あいはぁと事業パンフレット

お問い合わせ

▲地域懇談会から発足した「どんぐりの会」による
防災情報を町内会等へ配布

▲協力会員の活動の様子

地域福祉推進係

TEL：048
（486）2485
【直通】 FAX：048
（486）2418
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朝霞市社会福祉協議会基本方針

少子・高齢化や核家族化の進行は、生活様式、価値観の多様化など地域や家族を取り巻く環境に大きく変化
をもたらしています。併せて社会的孤立、生活困窮、虐待、権利侵害等の複合的な生活課題も顕在化していま
す。また、未だ収束が見えない新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言やまん延防止等重点措置は、
人々の活動や交流、就業・雇用情勢に大きな制約や制限をもたらし、生活困窮者の急増のほか、住民の社会参加、
交流活動やボランティア活動、地域での支え合い・見守り活動にも大きな影響を及ぼしました。
こうしたなか本会では、昨年4月に従来の住民参加型在宅サービスの見直しを図り、より身近な地域での支え
合い活動が図れるよう「住民参加型在宅福祉サービス

あいはぁと事業」を新たに開始いたしました。更に新型

コロナウイルス感染症の影響により生活が困難となった方々への支援のほか、相談事業の充実や各指定管理事業
では、安全・安心な施設運営のため感染症予防対策の徹底に努めサービスの提供を行いました。
本年度は、2年目となる「第2期発展・強化計画」及び「第4期朝霞市地域福祉活動計画」の施策を確実に推進
し、組織体制の強化と安定的な運営を図りながら地域福祉活動計画の理念である「支え合いの心を育み、誰もが
地域でつながるまち」の実現を目指します。
また、指定管理事業の総合福祉センター、老人福祉センター、児童館、放課後児童クラブについては、令和4
年度から5年間、引き続き朝霞市より指定されましたので、安全な施設運営及びサービスの充実を図ってまいり
ます。

令和４年度
一般介護予防事業
13,890
（0.8％）

収 入・支 出 予 算
手話通訳者等派遣事業
18,863
（1.1％）

会費収入・寄付金収入 7,680
（0.5％）
共同募金配分金収入 6,700
（0.4％）

手話通訳者等派遣事業
18,863
（1.1％）

事業収入 401
（0.1％）

県・市
補助金収入
125,154
（7.5％）

総合福祉センター
管理事業
126,151
（7.6％）

その他 63,949
（3.8％）
老人福祉センター事業
47,509
（2.9％）

総合福祉センター
管理事業
126,151
（7.6％）

収入合計
1,657,481

児童館事業
279,272
（16.8％）

はあとぴあ
福祉作業所事業
279,330
（16.9％）

はあとぴあ
障害者相談支援
センター事業
38,933
（2.3％）

地域福祉・
ボランティアセンター等事業
15,126
（0.9％）

法人運営事業
188,758
（11.4％）

放課後児童
クラブ事業
429,063
（26％）

障害者ふれあい
センター事業
196,229
（11.8％）

一般介護予防事業
13,890
（0.8％）

老人福祉センター事業
47,509
（2.9％）

障害者就労支援
センター事業
24,357
（1.5％）
放課後児童
クラブ事業
429,063
（26％）

（単位：千円）

支出合計
1,657,481

児童館事業
279,272
（16.8％）

障害者就労支援
センター事業
24,357
（1.5％）
はあとぴあ
障害者相談支援
センター事業
38,933
（2.3％）

はあとぴあ
福祉作業所事業
279,330
（16.9％）

障害者ふれあい
センター事業
196,229
（11.8％）

社 協 事 業
指定管理事業
委 託 事 業

朝霞市社会福祉協議会正規職員募集
令和4年10月1 日 付 採 用 の 正 規 職 員 を 募 集 し ま す ！

募集職種 福祉総合職員（一般事務、施設職員等）
⑴ 未経験 昭和61年4月2日以降に生まれた方
⑵ 有資格・福祉施設等経験者
昭和38年4月2日以降に生まれた方
資格要件 ⑴ 高卒以上
⑵ 高卒以上
□次のいずれかの有資格者又は採用時までの取得
見込者
・社会福祉士 ・介護福祉士 ・精神保健福祉士
・看護師
・衛生管理者
もしくは、福祉施設で支援員、相談員などの経験が
5年以上ある方
※⑴ ⑵ いずれも、普通自動車第一種運転免許（AT限
定可、ペーパードライバー不可）

お申し込み・
お問い合わせ

総務係

待
遇 本会給与規程による、社保完備、福利厚生ほか
試 験 日 7月30日（土）
【一次試験】
（適性、教養）
8月20日
（土）
【二次試験】
（面接） ※一次試験合格者のみ
申し込み 7月21日（木）までに持参もしくは郵送
（郵送の場合、要事前連絡）
※土日、祝日を除く、午前9時〜午後5時
募集人数 ２名
採 用 日 10月1日
受験案内 本会にて配布しています。試験内容、日程等に
ついては、受験案内を参照ください。
※受験案内等は本会ホームページからもダウン
ロードできます。

TEL：048
（486）
2479
【直通】 FAX：048
（486）
2480
ホームページ
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新型コロナウイルス感染症の予防のため、
「手洗い」
「マスク」「消毒」を徹底しましょう。

令和4年度

デフリンピック閉幕直後 朝霞市在住の

デフアスリートに聞く!!

ぬまくら ち ひろ

沼倉千紘さん

ぬまくらまさあき

沼倉昌明さん

ながはら ま

な

デフリンピック
ロゴマークとその意味

み

長原茉奈美さん

画像協力：一般財団法人全日本ろうあ連盟

デフバドミントン日本代表
デフリンピック団体 歴代最高第２位

で女子ダブルス。私たちが勝てば最後は男子ダブ
ルスが決めてくれると信じ、なんとか繋ぎたいと
思い臨みました。
長 原：勝っても負けてもメダルは獲得できることから、
目の前にある試合だけに集中して点数を取りに行
こうという気持ちでした。
Ｑ.4 シングルス・ダブルス・混合ダブルスの結果をどの
ように受け止めていますか？
沼倉（昌）
：メダルをかけた準決勝を目の前にして棄権したこ
とは、非常に残念ですし、この事は一生忘れるこ
とはありません。
沼倉（千）
： 悔しいという気持ちは言葉では言い表せないで
す。それでも5年間デフリンピックに向けてやっ
てきたことは無駄ではなかった、満足のいく結果
ではなかったけどやり切ったと思います。
長 原：これが自分たちの実力だったと受け止めていま
す。彼女達は私達以上に練習をしてきたんだなと
思っています。
Ｑ.5 デフリンピック全体を通していかがでしたか？
沼倉（昌）
：辞退すると発表した時の選手たちの表情は今も目
に焼き付いていますし、なんと言っても、個人戦
でメダルを目の前にして棄権した事は悔しかった
です。
楽しかったことは、仲間と一体となって応援した
事です。また、世界中の仲間と3年ぶりに会えた
ことも嬉しかったですね。
沼倉（千）
： コロナウイルスや社会情勢などにより国際大会
の中止もあったため、海外の選手に会うのはとて
も久しぶりでした。会えない間にとても力をつけ
ている選手も多く、また国を挙げて強化に力を入
れてきたのだろうなと思う国もあり、各国でのデ
フスポーツに対する価値観の違いが印象に残りま
した。
長 原：準々決勝で日本人対決が出来たことが印象深いで
す。ただ、負けてしまったので悔しかったです。
デフリンピックは、全てにおいて楽しかったで
す。ブラジルに無事着いたこともですが、自由時
間やチームメイトと過ごした日々など、いろいろ
です。

おめでとうございます

5月1日〜15日までブラジル
（カシアス・ド・スル）で開催され
たデフリンピックに出場したデ
フアスリートに、大会直後の気
持ちなどのお話を伺いました。
Ｑ.1 デフリンピック団体戦歴
代最高順位２位おめでと
うございます。感想をお 写真提供：一般社団法人
日本デフバドミントン協会
願いします。
沼倉（昌）
：みなさんの力で勝ち取った銀メダルです。嬉しい
気持ちと感謝の気持ちでいっぱいです。
沼倉（千）
： 準決勝の韓国戦では、今までに勝ったことがな
く、歴史を変えるぞとチームが１つになって戦う
ことができました。メダルが決定した時はとても
嬉しかったです。同時に、ここまで支えてくださ
った多くの方々への感謝の気持ちでいっぱいにな
りました。
長 原：団体戦でのメダル獲得は素直に嬉しいです。た
だ、実感はあまりなかったです。
Ｑ.2 ２位獲得までの道のりについてお伺いします。決勝
戦に進めるかどうかの準決勝はどのような気持ちで
したか？
沼倉（昌）
：準決勝だからというよりは、対戦国の韓国には今
まで勝ったことがなかったので、どうにか勝ちた
いと思いながら挑みました。
沼倉（千）
：混合ダブルスと女子ダブルスに出場しました。混
合ダブルスでは負けてしまったのですが、他のメ
ンバーが繋いでくれて2-2の場面で女子ダブルス
が回ってきました。自分達が勝てればメダルが確
定するので、みんなが繋いでくれた気持ちを結果
に出したいと思い臨みました。
長 原：ここは勝てる自信があったので、焦らず１つずつ
点数を取りに行こうという気持ちでした。
Ｑ.3 どのような気持ちで決勝戦に臨みましたか？
沼倉（昌）
：一戦一戦集中してやっていくと決めていたので、
決勝戦だからと言って、特別な感情はあまりあり
ませんでした。
沼倉（千）
：決勝ではトップバッターの混合ダブルスで流れを
作ると臨み、勝つことができました。1-2の場面

一般財団法人全日本ろうあ連盟は
デフリンピック2025の日本招致を目指しています!!
プロフィール
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沼倉 昌明：1985年 9 月15日生まれ
沼倉 千紘：1990年 4 月24日生まれ
長原茉奈美：1994年 2 月 2 日生まれ

さが

「るくるん」を探せ！
まい

ょう

協の
朝霞社 ー
ア
見学ツ

かしょ

かく

しゃき

あさか

しゃしん

1枚の写真につき、1ヶ所
「るくるん」が隠れているよ！
さが

探してみてね！

浜崎老人福祉センター

浜崎老人福祉センター
市内在住の60歳以上の高齢者の方々に、健康増進やレクリエーション

活動の場を提供しています。また、入浴施設やマッサージチェアなどがあり、
ゆったりできる空間となっています。ご利用の際は必ず、朝霞市総合福祉
センター2階の受付までお声かけください。
住所：朝霞市大字浜崎51-1
T E L：048
（486）
2476

FAX：048（486）2414

設

大 広 間

入浴施

午 前9時 か ら 午

後3時 ま で 入 浴 前
後の休憩や食事な

どで利用できます。
ま た、 カ ラ オ ケ

の機能を活用し脳
トレや介護予防体
操を実施していま
す。

午前9時30分から午後3時30分まで

入浴できます。タオルや飲み物は各自
でご持参ください。

（石鹸は洗い場に設置してあります。）

午 前9時 か ら 午

マッサ

ージチ

後5時 ま で、 空 い

ェア

ていれば自由に利

楽室

教養娯

・
図書室

用 で き ま す。 予 約
制ではありません

の で、 み な さ ま、
譲り合ってご利用
ください。

るくるんの
発見記録‼
文庫本や趣味の本などが多数置いて

浜崎老人福祉センターは、

時間を忘れてしまうくらいの
癒しの空間だったよ♪

あり、図書室内で読むことができます。

また、行きも帰りも無料送迎バスが

また、教養娯楽室では囲碁と将棋が

あるからとても便利だよ。

できます。
（新型コロナウイルス感染症

次こそ将棋で勝ちたいな‼

の予防のため利用を制限する場合があ
ります。
）

次回は放課後児童クラブ（浜崎・岡）
に
見学に行くよ♪
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朝霞社協公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでは、様々な動画を配信しています！

んと行く☆
る
く
る
☆

手 話 講 習 会（ 基 礎 ）受 講 生 募 集
10月から開講する『手話講習会（基礎）』の受講生を募集します。手話通訳者を目指す方を対象に開講する講座です。
開催日程 10月19日〜令和5年3月29日

午前10時〜正午

回
定

会

期間内の水曜日

数 20回

費

場 朝霞市コミュニティセンター ほか

用 3,300円（テキスト代）※所持者は不要

（月）〜22日（木）
募集期間 9月5日
申込方法 電話・FAX・来所

員 8名（申込多数の場合令和4年度入門講習会

・郵便番号・住所・
必要事項 氏名（ふりがな）

受講者を優先）

電話番号・手話の経験

対 象 者 朝霞市在住・在勤で、入門修了もしくは同程

度の技術を有する方（全日程参加可能な方）

※社会状況によっては、オンラインでの開講の可能性があり、ネット環境やパソコンなどの準備が必要となる場合があります。
詳細は、下記のQRコードを読み取り本会ホームページにてご確認ください。

手 話 講 習 会（ 中 級 ）受 講 生 募 集
10月から開講する『手話講習会（中級）』の受講生を募集します。手話通訳者を目指す方を対象に開講する講座です。
開催日程 10月13日〜令和5年3月30日

午後7時〜9時

回
定

数 20回

会

期間内の木曜日

費

場 朝霞市総合福祉センター（はあとぴあ）
用 3,300円（テキスト代）※所持者は不要

（月）〜22日（木）
募集期間 9月5日
申込方法 電話・FAX・来所

員 8名（申込多数の場合令和4年度基礎講習会

必要事項 氏名（ふりがな）・郵便番号・住所・

受講者を優先）

電話番号・手話の経験

対 象 者 朝霞市在住・在勤で、基礎修了もしくは同程

度の技術を有する方（全日程参加可能な方）

※社会状況によっては、オンラインでの開講の可能性があり、ネット環境やパソコンなどの準備が必要となる場合があります。
詳細は、下記のQRコードを読み取り本会ホームページにてご確認ください。

手話体験参加者募集
『手話体験』の参加者を募集します。聴覚障害者に対する理解を深め、聴覚障害者のコミュニケ―ション手段のひと
つである手話を体験してみませんか。

開催期間 7月29日、8月5日、19日、26日の金曜日

午前10時〜正午

回
数 4回
（金）
〜 定員に達し次第終了
募集期間 7月1日

対 象 者 朝霞市在住で、手話に興味がある方（小学生以上）

親子での参加もお待ちしています。
※未就学児の同伴はできません。

定

員 12名（先着順）

詳細は、下記のQRコードを読み取り本会ホームページにてご確認ください。

て
』っ
話
？
『手 に？
な

第47回

ワンポイント手話コーナー

聴覚に障害のある人の使うコミュニケーション方法のひとつです。手と指の動きだけではなく、顔の表情や
動作がとても大切です。このコーナーでは、日ごろ簡単に使える手話表現を紹介していきます。

② パン

お申し込み・
お問い合わせ

手話通訳者等派遣事務所

③ パスタ

利き手の人差し指に中指を
重 ね る よ う に つ け、 ２ 回 持
ち上げます。

① 米（ご飯）

非利き手の手のひらを上に向
け、人差し指、中指、薬指を
伸ばした利き手を外側に数回
ひねります。

つまむように親指と人差し指
をくっつけ、前に出しながら
開きます。

マ ー ク を 作 り、 口 元 に
あてます。
OK

④ ラーメン

T E L：048
（486）
2479
【直通】
FAX：048
（486）
2473
ホームページ
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YouTube

はあとぴあ障害者相談支援センターでは、平日の相談が難しい方向けに、以下の土曜日に臨時で開所いたします。
お仕事等の都合で通常の開所時間に相談が難しいという方は、この機会にぜひご利用ください。
開所日時 8月20日(土)、12月17日(土)いずれも午前9時〜午後5時

対 象 者 朝霞市在住で心身の発達に心配のあるお子さんや、身体・知的・精

神・発達障害などのある方とそのご家族
※予約制となっておりますので、事前に電話、FAX、メールまたは
窓口でお問い合わせください。
はあとぴあ
障害者相談支援センター

お問い合わせ

TEL：048
（486）2400
【直通】 FAX：048
（486）
2418

はあとぴあ障害者相談支援センターは、朝霞市の指定管理者として、朝霞市社会福祉協議会が運営しています。

メール

総合相談窓口のご案内
生活の立て直しや障害に関する相談などに対して、本会各部署との連携および地域の利用できるサービスなど
の活用により多方面から支援を行います。
受付時間 午前9時〜午後5時（土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く）

お問い合わせ

総合相談支援係

TEL：048
（486）2478
【直通】 FAX：048
（486）
2418
メール

“働きたい”を応援します！
！

〜余暇支援アンケート調査結果について〜

働く方のリフレッシュを図ることを目的
として「年５日の年次有給休暇の確実な取
得」が義務付けられています。周りの方が
どのぐらい年次有給休暇を取得している
のか？ どのようなときに取得しているの
か？について、はあとぴあ障害者就労支援
センターの登録者を対象にした余暇支援ア
ンケート調査を行いましたので、ご紹介し
ます。

●どのようなときに有給休暇を使用しますか？
・平日にしかできない
事務手続き
・辛い時
・精神不安
・私用
・体調不良
・当日欠勤する場合

●どのぐらい有給休暇を使いますか？（年間）
●どのぐらい有給休暇を使いますか？（年間）
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日
日

人

人

人

人

人

人
人

法令や社内規程により有給休暇が
未付与または、10日未満の方の回
答が含まれています。

人

人
人

人
人

お問い合わせ

人

人
人
人
人

人

はあとぴあ
障害者就労支援センター

人

人

人

・通院
・夏休み
・リフレッシュ
したい時
・会社から指定
・疲れがたまった時
・家族とでかける時

・支援センターに
相談がある時
・祝日があまり
無い時
・友人と会うため
等

【アンケート結果から】
心身ともに健康に仕事をしていく
ため、休息やリフレッシュ等に活用
している方が多いことが分かりまし
た。有給休暇を有効に活用すること
によって安定した就労にもつながる
と思います。
なお、その他の調査結果について
は、朝霞市社会福祉協議会ホームペ
ージで紹介しておりますのでご覧く
ださい。

TEL：048
（486）
2575
【直通】 FAX：048
（486）
2418

はあとぴあ障害者就労支援センターは、朝霞市の指定管理者として、朝霞市社会福祉協議会が運営しています。

7

メール

はあとぴあ総合福祉センターには、ボランティア情報コーナーがあり、各団体のボランティア募集などの情報を確認できます。

はあとぴあ障害者相談支援センター
令和4年度土曜日の開所のお知らせ

朝霞 市児 童館 夏のおすすめ事業
朝霞市児童館の夏のおすすめ事業を紹介します。
各館それぞれ違ったおすすめ事業となっていますので、ぜひ遊びに来てください♪
（事業の様子は、昨年度のものです。各事業は感染症対策を講じたうえで実施します。
）

きたはら児童館

はまさき児童館

『きたはらサマーランド』
ミニゲームや夏らしい工作
を用意しています！
夏をみんなで楽しもう♪

『つくっチャオ！なつやすみ工作
オイルワンドスコープ（万華鏡）
をつくろう！』
オイルの流れでゆっくりと
景色が変わっていく万華鏡
をつくるよ！
※事前予約制（定員：8名）

朝霞市北原2-8-11
（駐車場2台）
電話048
（471）
7140

みぞぬま児童館

ねぎしだい児童館

『夏祭り週間』
夏らしい工作セットの配布
や楽しいおはなしの時間が
あります！

『なつやすみ工作』
夏らしい工作キットを配布
します！
どんな工作があるかはお
楽しみ☆（なくなり次第終
了です。）

朝霞市溝沼7-13-11
（駐車場13台）
電話048
（450）
0858

ひざおり児童館

ほんちょう児童館

『ひざおり清夏3days』
夏にちなんだ工作の配布
や、みなさんに楽しんでも
らえるゲームなどを３日間
にわたって行います。

『中高生タイム』
中高生向けに楽しいイベン
トを行っています。
※写真は「楽器体験会」の
様子です。

せいか

朝霞市膝折町1-7-40
（駐車場46台）
電話048
（458）
6969

朝霞市浜崎51-1
（駐車場76台）
電話048
（486）2477

朝霞市根岸台2-15-12
（駐車場40台）
電話048
（450）1815

朝霞市本町2-3-22
（駐車場 障害者用１台）
電話048
（487）8582

児童館は、朝霞市の指定管理者として、朝霞市社会福祉協議会が運営しています。

自動販売機で地域貢献をしている企業のご紹介
JAあさか野

本店様

株式会社大和紙工業様

平成31年2月から、売り上げの一部が本会の地
域福祉活動に役立てられる自動販売機を設置して
いただいています。
・収益金額（令和3年3月〜令和4年2月）

令和3年3月から、自動販売機の売り上げ
の一部を本会にご寄付いただいています。
・寄付金額（令和3年3月〜令和4年2月）
…………………………………9,644円

…………………………………28,510円
【JAあさか野のご紹介】
信用事業（銀行業務）、共済事業（保
険）
、経済事業（購買・販売）、営農指
導事業などを行っています。

【大和紙工業のご紹介】
特殊加工の技術を通じて印刷媒体に耐久
性・美しさを与え、人間力で社会と環境に貢
献する企業です。
事業概要：紙製品表面加工、グラビア印刷、

所在地：朝霞市大字溝沼466
HP：https://www.ja-asakano.or.jp
営業時間：平日午前9時〜午後5時

UVシルクスクリーン印刷
所在地：和光市新倉7-6-15
HP：https://koutaku-daiwa.co.jp

株式会社アサカグリーン様

テイ・エス テック株式会社様

平成30年3月から、売り上げの一部が本
会の地域福祉活動に役立てられる自動販売
機を2台設置していただいています。
・収益金額（令和3年3月〜令和4年2月）
…………………………………31,775円
【テイ・エス テック株式会社のご紹介】
主に四輪車用のシート・内装品、二輪車
用シート・樹脂部品等の製造販売を行って
います。
所在地：朝霞市栄町3丁目7番27号
HP： https://www.tstech.co.jp

平成30年10月から、自動販売機の売り上
げの一部を本会にご寄付いただいています。
・寄付金額（令和3年3月〜令和4年2月）
…………………………………48,407円
【アサカグリーンのご紹介】
38の打席数があり、フェアウェイは130
ヤードの距離があるゴルフ練習場です。
所在地：朝霞市溝沼3-2-28
定休日：元旦
営業時間：午前8時30分〜午後10時
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〜あさか福祉作業所だより〜

生活介護事業では、日常生活訓練の一環として、工

作や手芸などの創作活動を通して物づくりの楽しみや
達成感を得ることができるよう支援しています。利用
者のみなさんで作った季節の創作物は、センターの玄

関を入ってすぐ前にある大きな額縁に飾られています。
新しい飾りつけは、本会のツイッターでも紹介して

います。近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りいただ
き、実物をご覧ください！

あさか福祉作業所
『こんがりパンの店 フレア』です！
就労継続支援Ｂ型事業では、就労や生産活動の機会を提供するとともに、

就労に必要な作業能力や社会生活スキルの向上を図るための訓練を行って

います。その一環として「こんがりパンの店 フレア」を営業しており、
施設を利用する方がスタッフとなり、パンの製造や販売を行っています。

【店頭販売】

〜おすすめパン図鑑〜

『カスタードブレッド』
ふんわり生地とカスタードの
甘さが調和した逸品！
ご家族やお仲間とどうぞ！

毎週水曜日 午前11時30分～午後1時
毎週木曜日 正午～午後1時30分

【出張販売】
パンを焼き上げる
オーブンを新調しました！
こんがり、ふっくら…
さらにおいしく！
ぜひご賞味あれ！

朝霞市役所
1階ロビー（市民ホール）にて
毎月第2金曜日 正午～午後1時

★メニューや販売に関する最新情報は、Twitterにて情報発信しています。
最新情報をご確認のうえ、みなさまのご来店をお待ちしています！

公式
Twitter

あさか福祉作業所 就労移行支援事業【利用者】募集
就労移行支援事業では、一般企業への就職を目指す知的障害のある方を対象に、軽作業

や基本的なビジネスマナーなどの職業訓練を行い、職場見学・実習、面接練習などの就職
活動から職場定着までのサポートをします。まずはお気軽にお問い合わせください。

施設の見学・実習を
随時受け付けて
います!!

【訓練時間】
午前9時30分〜午後4時（土曜日、日曜日、祝日、夏季休所、年末年始を除く）
【対 象 者】
・一般就労を目指し、就労支援（就労に必要な知識、技術の習得、職場探し等）
を
必要とする方
・朝霞市在住の18歳以上で主に知的障害のある方
・自主通所が可能な方
※上記事項をすべて満たす方が対象となります。

朝霞市障害者ふれあいセンター

お問い
合わせ

◆駐車場(4台)・駐輪場あり
◆バス「丸沼」下車 徒歩3分
〇朝霞駅東口より
【国際興業バス】朝50 内間木 行
〇北朝霞・朝霞台駅より
【市内循環バス】内間木公園 行
FAX：048
TEL：048（456）1402【直通】
（456）
1501

（朝霞市上内間木493番地の9）

≪「こんがりパンの店 フレア」・就労移行支援事業について≫
あさか福祉作業所
TEL：048
（456）
1400【直通】 FAX：048
（456）1401
朝霞市障害者ふれあいセンターは、朝霞市の指定管理者として、朝霞市社会福祉協議会が運営しています。
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本会マスコットキャラクター「アーシャ♥るくるん」のイラスト利用の際はご相談ください。０４８（４８６）２４７８

朝霞市障害者ふれあいセンターからのお知らせ

チャレンジコーナー
き

ティアオリーピーウェイシュダンジュイ

「調理脾胃須単挙」

こ う は ち だ ん にしき

気功八段錦

太極拳で介護予防
1

片手を挙げて、脾臓と胃を丈夫にする

2

手 の ひ ら を 上 に 向 け、
両手を肩の高さまで上
げていく。

3

手のひらを返し、みぞ
おちあたりまで下ろし
ていく。

吸う

4

左手を頭上まで押し上げ、
右手は手のひらを下に向
け、下ろしていく。

吐く

弧を描くようにして
ゆっくりと体のわき
まで下ろす。

吸う

吐く

弧を描くように下ろす

右手は腰まで下ろす

左手は手のひらを上にし頭上に上げる

両手をみぞおちまで
下ろす

手のひら上向きで
上げる

肩幅に開く

※左右を変えて
もう一度行う

不要入れ歯回収事業実績報告
みなさまのご協力により、多くの不要入れ歯等を回収することができました。ありがとうございました。
今後とも、みなさまのご理解とご協力をお願いします。

【回収期間】 令和3年2月〜令和4年2月

【金

額】

40,770円

不要入れ歯等回収事業を行っています
≪不要入れ歯等回収事業とは≫

本会は、市内に「不要入れ歯等回収ボックス」を設置し、ご自宅で不要となった

入れ歯や片方しかないピアスやイヤリング等の回収を行っています。

回収された入れ歯などは、NPO法人日本入れ歯リサイクル協会が収集し、入れ歯

などに含まれている「貴金属スクラップ」
、
「貴金属」の代価の40％が本会に寄付さ
れ、地域福祉事業の推進に活用されています。

≪不要入れ歯等回収ボックス設置場所≫
①朝霞市総合福祉センター（1階ロビー）
②溝沼老人福祉センター（受付）

③市役所（1階・長寿はつらつ課前）

お問い合わせ

総務係

TEL：048
（486）2479
【直通】 FAX：048
（486）
2480
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本会では、第4期朝霞市地域福祉活動計画『支え合いの心を育み、誰もが

地域でつながるまち』を目指し、地域住民と協力しながら地域の支え合い
活動を行っています。

■あいはぁと事業とは…

あいはぁと事業は、地域の支え合いの仕組みをつくることを目的とした事業です。

協力会員（ボランティア）が利用会員である高齢者や障害のある方などの日常生活でちょっとした困り

ごとをお手伝いします。困りごとそれ自体の解決だけでなく、活動・利用をきっかけに地域の中で、お互い
にちょっと気にかけあったり、困ったときに声をかけあえたりするような仕組みをつくります。

【実際の活動例】

高齢者宅の草むしりの活動（2時間の活動、1回のみ）、室内の清掃（1時間の活動、週1回）など

【活動の様子】
↓換気扇清掃

↓庭の草木の剪定
日頃ご家庭で行っている
清掃や草むしりなどの作
業を、地域で困っている
方のために活かしてみま
せんか。

本会では、協力会員（ボランティア）を募集しています！
「できるときに」
「できることを」
「できる範囲で」行う有償のボランティア活動です。

日時・場所・活動内容

利用会員からの依頼に応じて、日時、場所、内容で活動できる協力会員にご相談します。
主な活動内容…室内の清掃、整理整頓、外出などの付き添い、買い物の同行または代行、草むしり、話し相手など
※介助（利用会員の身体や車いすに触れる内容）は行いません。
謝礼金 15分につき200円（利用会員から直接受取り） ※行き帰りの時間は含みません。
資格・性別・年齢は不問ですが、新規協力会員向け講習会を受講いただいてからの活動となります。
実際に活動するかは分からないけど、話だけ聞いてみたいという方も大歓迎です！
ぜひお気軽にご参加ください。

新規協力会員向け講習会の開催
日程
8月9日(火)

時間

参加方法

内容

参加費

午前10時〜午前10時45分
(45分間)

オンライン会議システム
「Zoom」での参加

事業説明

無料

※日程や時間の都合が合わない、オンラインで参加するのが難しいという方は、個別に説明しますので、
下記までご連絡ください。
※Zoomが初めての方もお申し込み後に詳しい参加方法をご案内しますので、ぜひご参加ください。
【申込方法】電話・FAX・メール（QRコード）で事前に次の(1)〜(5)をお知らせください。
(1)氏名（ふりがな）
(2)年齢
(3)住所
(4)電話番号
(5)メールアドレス
お申し込み・
お問い合わせ

地域福祉推進係

TEL：048
（486）2485
【直通】 FAX：048
（486）
2418
メール
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社協会員を募集しています。詳細は２ページをご覧ください。

“住民参加型”在宅福祉サービス あい はぁと 事業

ンティア体験プログラ
ラ
ボ
国
ム
彩の
「ボランティアってどんなものかな？」、「やってみたいなぁ」と思ったことはありませんか？
彩の国ボランティア体験プログラムでは、気軽に参加できるプログラムを用意しました。
この夏の思い出に、はじめの一歩を踏み出してみませんか？
① メニューの中から参加したいプログラムを選んでください。
（仮予約）
・プログラムによって参加対象年齢が異なりますので、ご確認ください。
・「参加申し込みカード」提出前に、電話にて、希望メニューの空き状況を確認し、仮予約を
してください。
・各メニューとも定員になり次第、締め切りとなります。
（先着順）

お申し込み方法

②「参加申し込みカード」に必要事項を記入のうえ、お申し込みください。
・「参加申し込みカード」は、本会のホームページよりダウンロードできます。
・説明会までに「参加申し込みカード」を提出してください。
・直接持参する、もしくは、郵送、FAXでお申し込みください。
・小学生・中学生・高校生については、申し込みの際、保護者の署名が必要となります。

③ ボランティアセンターでの説明会に参加してください。
（必須）
・説明会時に、ボランティア活動保険（掛け金：基本プラン350円など）に加入していただきます。
掛け金は自己負担となりますので、おつりのないようにご用意ください。

④ ボランティア体験に参加
・体験活動中に撮影した写真は、広報紙などに使用する場合があります。
・その他経費（昼食代等）は、受け入れ施設・団体によって異なります。

⑤ 体験終了後、
「体験アンケート」に記入の上、ご提出ください。
・直接持参する、もしくは、郵送、FAXで提出してください。

メニューなど詳細は
次のページへ

※新型コロナウイルス感染症等の状況により、メニューの中止・内容変更等をする
可能性がありますので、ご了承ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として、活動前の体調確認を行ってい
ただきます。

説明会

① 7月9日（土）午後2時〜3時
日時：
② 7月9日（土）午後3時30分〜4時30分
会場：朝霞市総合福祉センター（はあとぴあ）

お申し込み・
お問い合わせ

ボランティア
センター

※①②どちらかにご参加ください。
※左記説明会にご都合が合わない
場合は、ご相談ください。

TEL：048（486）2485【直通】
FAX：048（486）2418
メール
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ホームページ

障害児・者関連事業
国際・環境関連事業

サロン関連事業
子ども・保育関連事業

◇活動日時
○対象
□地域名
☆活動内容など

その他

小学４年生から参加

■③ 地域活動支援センターれすと
◇7月25日（月）〜8月30日（火）
午前9時30分〜午後3時30分
2日間以上
〇小学4年生以上
□三原
☆こころの病のある方とお話しなどを通
じて交流します。

■⑥NPO法人なかよしねっと
◇夏休み期間中
〇高校生以上
□朝志ヶ丘
☆障害のある方との交流

■⑨ わくわく田島緑地広場の会

■① あさか福祉作業所

■② はあとぴあ福祉作業所

◇7月25日
（月）
〜29日
（金）の5日間
うち連続する2日間 午前9時〜正午
〇高校生以上
□内間木
☆障害のある方との交流をとおして福祉
について考えてみませんか？

◇7月25日
（月）
〜8月31日（水）
（土日祝日と8月12日・15日を除く）
午後1時30分〜3時30分
〇中学生以上
□浜崎
☆障害のある方が行っている作業の体験
と補助をします。

■④ 認定NPO法人メイあさかセンター

■⑤ 障害者支援施設あさか向陽園

◇7月23日
（土）午後1時〜4時30分
〇高校生・大学生
□青葉台
☆療育音楽を楽しむ会でのボランティア
活動。音楽が好きな方お待ちしてい
ます。

◇①8月6日
（土） ②8月23日（火）
①午前10時〜正午 ②午後2時〜4時
〇高校生以上
□青葉台
☆利用者の方と一緒に作業のお手伝いを
します。

■⑦ 認定NPO法人メイあさかセンター
◇8月24日（水）午前9時30分〜午後4時
〇高校生・大学生
□青葉台
☆マレーシアと朝霞市の子どもたちの
絵画の交換交流のお手伝いをします。
（児童画の写真撮影）

■⑩ 認定NPO法人メイあさかセンター

■⑧ 黒目川・川まつり
◇8月上旬
〇中学生以上
□溝沼
☆ボランティア活動を通じて、朝霞市
内を流れる黒目川の環境を一緒に考
えてみませんか？

■⑪ こ（子・個）育てサロンありがとうの会

◇7月30日（土）午前10時〜11時30分
（雨天中止）
〇小学4年生以上
□わくわく田島緑地
☆草刈りをした草を集める活動をしま
す。

◇①7月25日
（月）②7月28日
（木）③8月3日
（水）
④8月25日
（木）
①②午後1時〜4時30分③午前10時〜午後1時
④午前9時30分〜午後4時
〇高校生・大学生
□本町
☆高齢者の方と一緒にお話をしたり、手芸などをして楽し

■⑫滝の根保育園

■⑬ 朝霞しらこばと保育園

■⑭ 市内放課後児童クラブ

◇7月25日（月）〜8月31日（水）
月〜金曜日のうち連続する3日間
午前8時30分〜午後5時
〇高校生・大学生
□溝沼
☆子どもたちとふれあい、保育園でのお手伝い
です。たくさんの園児の笑顔が待っています。

◇①7月25日
（月）
〜8月31日
（水）
月〜金曜日のうち連続する3日間
午前8時30分〜午後5時
〇高校生・大学生
□田島
☆一緒に遊んだり、保育園でのお手伝いです。
たくさんの園児の笑顔が待っています。

◇夏休み期間中
（各クラブで異なります。）
〇高校生・大学生
☆元気な小学生と勉強したり遊んだりし
ます。

■⑮市内児童館
◇8月 1 日（月）〜8月 4 日（木）（きたはら）
7月29日
（金）〜7月31日（日）（はまさき）
7月21日
（木）〜8月28日（日）（ひざおり）
8月 2 日（火）〜8月 3 日（水）（ねぎしだい）
7月25日
（月）〜8月31日（水）（みぞぬま）
7月25日
（月）〜8月31日（水）（ほんちょう）
〇高校生・大学生
☆児童館には0歳〜18歳までの子どもたちが遊びにき
ます。

い時間を過ごすお手伝いをします。（①パソコンレッスン

②英語レッスン③スマホ教室④絵本読み・手芸サロン活動）

■⑯ 使用済み切手整理ボランティア
◇8月16日
（火）
午前10時〜11時30分、午後2時〜3時30分
〇小学4年生以上
□浜崎
☆福祉に役立てるため、使用済み切手を
整理します。

◇8月11日
（木）
、8月25日（木）
午前10時〜正午
〇小学4年生以上
□本町
☆子育て中の人や子ども、おじいさん、おばあ
さん、障害がある人もない人も、近所の人が
気軽に集まるサロンでお手伝いをします。

■⑰ 赤い羽根共同募金街頭募金
◇①10月13日
（木）②10月17日（月）
午後4時〜5時
〇小学4年生以上（保護者と一緒に参加可）
□①北朝霞駅前 ②朝霞駅前
☆赤い羽根共同募金は、朝霞のまちを良くする
しくみです。街頭募金に参加してみませんか？

朝霞地区四市福祉教育研修会のご案 内
この研修は、地域の福祉教育に携わる様々な立場の方々が手を取り合い、学校における福祉体験学習（車いす体験、

アイマスク体験、障害のある方の話等）の授業をよりよいものにすることを目的に、朝霞地区四市にある小・中・高
等・特別支援学校の教職員、福祉教育にご協力いただいている個人、団体のみなさまを対象に実施します。朝霞地区
四市社会福祉協議会（朝霞市・志木市・新座市・和光市）が共催で毎年実施している研修会です。
日

時 8月4日
（木）
・5日
（金） 午前10時00分〜正午（両日）

参 加 費 無料

※内容等、お申し込みに関する詳細については、本会ホームページ等でお知らせします。
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ホームページ

空調換気・給排水衛生・設計施工

60

歳以上の方は、浜崎、溝沼老人福祉センターをご利用いただけます。

高齢者関連事業

■メニュー名

〜新しい自分と出会える夏!!〜

市内在住の

体験プログラムメニュー

社協に寄せられたみなさまの善意
一般寄付

（敬称略・順不同）
5月18日現在

預 託 物 品 【使用済み切手】

・栄町寿会…………………………………… 73,089円
・㈱アサカグリーン…………………………… 4,480円
・㈱大和紙工業………………………………… 1,511円
・朝霞市商工会会員ゴルフ大会実行委員会…… 29,000円
・㈱ササバシ治療院（るくるん募金箱）…… 7,267円
・朝霞市総合福祉センター（るくるん募金箱）……201円
・匿名 1件…………………………………… 30,000円

・広田 綾子
・古澤 シズヱ
・佐藤 邦子
・石川 陽二郎
・北郷 豊子
・藍 泰子

・朝霞市産業文化センター
・認定NPO法人
メイあさかセンター
・レクリエーション協会
・特別養護老人ホーム
朝光苑

・ASK行政書士法人
・朝霞市長寿はつらつ課
・朝霞市健康づくり課
・朝霞市役所
・匿名 8件

預 託 物 品 【その他】

・相沢
※時期や物品により、預託物品の受付ができない場合
・池田
があります。ご了承ください。
・鶴居
地域福祉の推進のために活用させていただきます。 ・野内
誠にありがとうございました。

・コンサートホール北朝霞店（お菓子）
秀忠（書籍）
・実践倫理宏正会富士見会場
泰三（おもちゃ）
（食品・タオル・せっけん）
憂子（コンビカー）
聖司（紙皿・紙コップ） ・匿名 5件
（オムツ・タオル・本・一輪車・テプラテープ等）

前号(186号)掲載の社協に寄せられたみなさまの善意の一般寄付につきまして、表記に誤りがございました。

お詫び 謹んでお詫びするとともに、訂正させていただきます。
【誤】・埼玉司法書士会

お問い合わせ

志木市部……10,000円

志木支部……10,000円

TEL：048
（486）2485
【直通】 FAX：048
（486）2418

地域福祉推進係

令和４年度 『 歳

【正】
・埼玉司法書士会

末援護金』のお知らせ

新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことができるよう住民が

主体となって行う活動に対し、
「歳末たすけあい募金」を活用して歳末援護金を交付します。
希望する団体は、以下のとおり申請してください。

（火）
〜 令和5年2月28日（火）の期間における実施事業
助成対象 11月1日

©中央共同募金会

（木）
〜 10月31日
（月）
申請期間 9月1日

※書類の訂正をお願いする場合がありますので、余裕をもってご提出くださいますようご協力をお願いします。

交付決定 審査後、申請した月の翌月下旬までに通知を送付します。

申請方法 8月頃本会のホームページに申請書類等を掲載予定です。申請書類等をダウンロードし、申請書に記入の上、

必要書類を添えて提出してください。（来所・郵送にて受付）

※ダウンロードできる環境がない団体は、本会へお問い合わせください。

助成金額 上限金額

1団体1万円

※申請にあたっては、必ず申請ガイドをご確認の上ご提出ください。

お申し込み・お問い合わせ

地域福祉推進係

TEL：048
（486）
2485
【直通】 FAX：048
（486）
2418

新型コロナウイルス感染症の収束が見通せない厳しい状況の中、町内会・自治会をはじめ、多くの市民の
みなさま、事業所のみなさまに「社協会員会費」、「赤い羽根共同募金」、「地域歳末たすけあい募金」、「日本
赤十字社会員会費」にご協力いただき、ありがとうございました。

令和３年度地域歳末たすけあい募金追加報告
みなさまの善意により集められた募金は、ひとり親家庭等の食材支援事業や災害備蓄品購入など

朝霞市の福祉向上のために活用させていただきました。

みなさまの温かいご支援、ご協力ありがとうございました。
ひとり親家庭等の食材支援を30世帯に行いました。令和4年度も
引き続き、朝霞市の福祉向上のために活用させていただきます。
《戸別募金》

【町内会・自治会】

令和4年3月31日現在（順不同）

・下の原文化会…15,000円
令和3年度

・新和自治会…90,000円

地域歳末たすけあい募金
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募金総額

・三栄自治会…30,450円

4,440,524円

（令和3年4月1日〜令和4年3月31日）

社協会員募集追加報告

令和4年3月31日現在

みなさまからの会費は、地域福祉活動を推進するために活用させていただきます。
【町内会・自治会】・下の原文化会………………………………… 15,000円
【特別会員】 5,000円

㈱旅スマ（追加分）

7,174,596円

合 計
（令和3年4月1日〜令和4年3月31日）

多くの方にご協力いただき、ありがとうございました。

令和 ３ 年度

赤い羽根共同募金追加報告

寄せられた募金のうち、50％は朝霞市内に配分され、地域の様々な福祉活動に活用させていただきます。残りの

50％は、県内の社会福祉施設や団体等に配分され、活用されます。また、「災害等準備金」として大規模災害に備
える積立金としても活用させていただきます。

みなさまの温かいご支援、ご協力ありがとうございました。

《戸別募金》
【町内会・自治会】 ・膝折宿町内会（追加分）…… 4,830円
・三栄自治会……………………30,450円
（順不同）令和4年3月31日現在

・下の原文化会………10,000円

〜埼玉県内の共同募金の使いみちについて〜

埼玉県共同募金会が共同募金の使いみちについて動画を制作しました。県内の社会福祉施設や団体等

に活用されている様子を視聴することができます。下記QRコードよりぜひご覧ください。
①ふじみ野保育園
（富士見市）
遊具
購入への助成

②しろいくじら
（所沢市）車両
購入への助成

③若者支援ひろば三愛（熊
谷市）青少年を対象とし
た学習支援への助成

本会は埼玉県共同募金会朝霞市支会として事務局を運営しています。広報紙では、朝霞市支会

を経由して募金していただいた方・団体のお名前を掲載しています。埼玉県共同募金会に直接募
金していただいた方・団体については、お名前を掲載していませんので、ご了承ください。

令和3年度
赤い羽根共同募金

募金総額

6,302,374円 （令和3年4月1日〜令和4年3月31日）

令和 ３ 年度

日本赤十字社会員募集追加報告

日本赤十字社では、新型コロナウイルス感染症の対策をはじめ、国内の
災害援護活動、国際援護・救援活動、ボランティアの育成など幅広い活動
を行っています。お寄せいただいた会費や寄付は、こうした事業の推進に

合

計

5,258,401円

（令和3年4月1日〜令和4年3月31日）

活用されています。ご協力いただき、ありがとうございました。

【町内会・自治会】 ・下の原文化会………………………………………………………15,000円

国 内 災 害 義 援 金・海 外 救 援 金 報 告
日本赤十字社埼玉県支部朝霞市地区では、窓口での受付と朝霞市内に募金箱を設置し、お寄せいただいた義援金・
救援金を日本赤十字社埼玉県支部へ送金しました。
みなさまの温かいご支援、ご協力ありがとうございました。
※受付期間については延長されることがあります。

令和4年3月23日〜令和4年5月18日

・令和3年8月大雨災害義援金………………15,400円（受付期間：令和3年7月9日〜令和4年3月31日）
・令和4年3月福島県沖地震災害義援金……39,507円（受付期間：令和4年3月23日〜令和4年6月30日）
・ウクライナ人道危機救援金…………………66,573円（受付期間：令和4年3月2日〜令和4年9月30日）
日本赤十字社埼玉県支部朝霞市地区（事務局：朝霞市社会福祉協議会）

15

一緒に働く仲間を募集しています。詳細は、３ページをご覧ください。

令和 ３ 年度

本会のマスコットキャラクター アーシャ♥るくるん
が、地域の しあわせ を探しに行き、毎号みなさまに
お伝えします。

んの
るくる
しあわせ探し♪

〇月 ×

日(水

) はれ

○〇

は、○
きょう

わせを

にしあ

った

にい
さがし

今回の「しあわせ探し♪」は、「（福）
朝霞地区福祉会 児童発達支援センター みつば
すみれ学園」に行ってきたよ♪ みんな笑顔でとても喜んでくれて、職員さんに聞いたら
コロナでイベントが無かったから久し振りのこうしたふれあい
の機会を喜んでいます って。るくるんも元気をもらったよ!!
たくさんふれあえてうれしかった !! よし、しあわせ発見 !!

相続登記

お済みですか？

不動産名義変更 会社設立 役員変更 遺言書 成年後見
信頼と実績の49年
信頼と実績の52年

司法書⼠ 栗山

司法書士 栗山

司法書⼠

昇

昇

⻘⽊まゆみ

司法書士 青木まゆみ

栗山司法行政事務所 朝霞市役所
朝霞市本町2-1-1野口ビル201

048-465-2261 P ４台完備 目の前！

家庭的な空間で癒されてみませんか
身体 も 心 も ほぐします

㈱ササバシ治療院
出張
治療

0120−40−1059

送迎
無料

朝霞社協だより原稿2.pdf 1 2022/05/20 21:02

☎048−456−1622
休日：土・日・祝

保険 駐車場
適用 完備

〒351−0032
朝霞市田島 1−20−16

受付：午前 9 時〜午後 5 時 30 分

☆手をつなぎ輪になり園児は遊ぶなりオリーブ香る子ども園☆

社会福祉法人滝の根会
C

子育て支援センターめだか・子育て支援センターくれよん
M

滝 の 根 保 育 園
朝霞しらこばと保育園
朝霞市溝沼2-10-24
朝 霞 市 田 島2-4-11
☎048（463）5503
☎048（456）1100
ゆりの木保育園
朝霞にじいろ保育園
朝霞市膝折町1-6-29
朝 霞 市 本 町2-4-44
☎048（450）8600
☎048（462）2216
どれみキッズハウス
朝霞市溝沼432-1 ☎048（451）1003
Y

CM

MY

CY

CMY

K

ご意見を
お聞かせ
ください

広報紙「社協あさか」の紙面充実のため、 社会福祉法人
住民のみなさまからの本紙に対するご意見、
朝霞市社会福祉協議会 総務係
ご感想をお寄せください。
〒351-8560 埼玉県朝霞市大字浜崎51番地の1
また、
福祉情報等の寄稿もお待ちしています。 TEL：048（486）2479 / FAX：048（486）2480

広報紙
「社協あさか」は再生紙を使用しています。
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