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全国社会福祉大会において表彰された熊谷市ボランティア連絡会役員の皆様

熊谷市ボランティア連絡会は、33のボランティア団体で構成さ
れ、会員数は約1,100名で発足38年目を迎えます。様々なボランティ
ア活動に取り組み、社協事業にもご協力をいただいております。

主な記事の内容

P2
P3
P4
P5
P6～7
P8
P9
P10

・会長あいさつ、・平成30年度全国社会福祉大会、埼玉県社会福祉大会表彰について
・福祉の心を育む交流事業・車いすの貸し出し・思い出のランドセルギフト
・第２９回熊谷ふれあい広場開催
・福祉協力校だより
・平成30年度社協会員会費結果報告・寄附報告・豪雨災害職員派遣報告２
・災害ボランティア募集
・手話通訳派遣事務所だより・老人福祉センターからのお知らせ
・子育てサロンのお知らせ・ふれあい里親講座、仲間づくり講座の報告
・ボランティアセンターだより・ボランティア連絡会だより
・訪問介護事業所の紹介・訪問介護職員の募集・専任手話通訳者の募集
問合せ先一覧

●熊谷支所（市立コミュニティセンター内）TEL 048-521-2735
●大里支所（大里行政センター内）

TEL 0493-39-0471

●ボランティアセンター（市立コミュニティセンター内）

●妻沼支所（妻沼行政センター内）TEL 048-588-2888
●江南支所（江南行政センター内）TEL 048-536-7310
TEL 048-525-8745

●ファミリー・サポート・センター（市立コミュニティセンター内）TEL 048-521-0999

くまがや社協だよりは、4・7・10・1月に発行しています。

ホームページアドレス

http://www.kumagaya-shakyo.jp
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新年のごあいさつ
社会福祉法人

熊谷市社会福祉協議会
会長

松永

勲

新年あけましておめでとうございます。
市民の皆様には、健やかに輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。旧年中は、地区社協をはじめ、自
治会、民生委員・児童委員、各種ボランティア団体など、多くの皆様に、当協議会の諸事業に対しまして、格別なる
ご理解とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。
昨年も台風や豪雨、地震などによる自然災害が発生し、各地で甚大な被害が相次ぎ、多くの方が犠牲になりまし
た。当協議会では、平成30年7月豪雨による被害を受けた、広島県安芸郡坂町のボランティアセンターに、県社協の
依頼を受け、8月と9月の2回、それぞれ1名の職員を派遣し、被災地のボランティアセンターの運営支援活動に携わ
ってまいりました。今回の貴重な体験を通じて、いざという時に備え、当協議会の今後の活動に生かしてまいりたい
と考えております。
さて、高齢者人口の急速な増加に伴い、認知症高齢者がさらに増えることが予測されますことから、当協議会で
は、今年度から成年後見制度に関する事業に取組み、4月からの本格実施に向けて、現在、その準備を進めていると
ころです。将来の地域生活課題の解消の一助になる取組になるものと期待しております。
平成最後となる今年は、市と協働して「第3次地域福祉計画・ 地域福祉活動計画」を策定する年でもあります。
「一人ひとりが安心して暮らせる福祉のまち」の基本理念の実現に向けて、引き続き、地
域の皆様と一緒に、各種事業に取り組んでまいりますので、皆様には、今後も、より一層
のご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
結びに、新しい年が、皆さまにとりまして明るく希望に満ちた幸多い年になりますよう、
心からご祈念申し上げ、新年のごあいさつといたします。

平成30年度
＊受賞おめでとうございます＊
全国社会福祉大会

埼玉県社会福祉大会

11月22日㈭、メルパル

11月27日㈫、埼玉

クホール（東京都港区）

会館において、埼玉県

において、全国社会福祉

社会福祉大会が開催さ

大会が開催され、多年に

れ、埼玉県の社会福祉

わたり社会福祉及びボラ

の発展に功績のあっ

ンティアの発展に功績の

た方々が表彰されまし

あった方々が表彰されま

た。

した。

中央共同募金会会長表彰
熊谷市ボランティア連絡会

熊谷支所 TEL 048-521-2735

様

大里支所 TEL 0493-39-0471

埼玉県共同募金会会長表彰
妻沼地区仏教会
（歳末托鉢協力者御一同

妻沼支所 TEL 048-588-2888

様
様）

江南支所 TEL 048-536-7310
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を育む

交流事業

この事業は、社会福祉協議会が地域の小中
学校と社会福祉施設の間をつなぎ、学校と施
設の交流活動を通じて、児童・生徒の福祉の
心を育むとともに、施設の社会貢献活動を促
進することを目的とした事業です。

妻沼東中学校：愛心園

参加校

吹奏楽部の発表

24校

・荒川中学校
・吉岡中学校
・妻沼西中学校

・大原中学校
・大里中学校
・江南中学校

・大麻生中学校
・妻沼東中学校

・熊谷西小学校
・大麻生小学校
・熊谷南小学校
・三尻小学校
・市田小学校
・妻沼南小学校

・石原小学校
・玉井小学校
・中条小学校
・籠原小学校
・太田小学校

・成田小学校
・久下小学校
・吉岡小学校
・吉見小学校
・男沼小学校

籠原小学校：熊谷ホーム

三尻小学校：のぞみの里

参加施設

22施設

・虹の郷 ・サンシティ熊谷 ・新光苑
・立正たちばなホーム ・熊谷ケアセンターそよ風
・サンヴィレッジ ・愛心園 ・しあわせの里
・江南愛の家 ・ぬくもり ・彩華園
・上川原んち ・はなぶさ苑 ・クィーンズビラ
・ルーエ ・玉の緒 ・まごころの里
・のぞみの里 ・熊谷ホーム ・いなすず御隠居亭
・ソレイユ輝輝 ・熊谷市社協デイサービス

児童による歌の発表

吉岡小学校：まごころの里

車いすの
貸し出し
を行っています

ソーラン節の発表

緊急または一時的に車い
すが必要になった場合に
利用できます。もしもの時
は、お近くの社協窓口にお
問い合わせください。
遠方の外出

ケガ

冠婚葬祭

※貸出し期間は1ヶ月です
（延長可）
※緊急・臨時の場合を除き
介護サービス等、他の制
度のサービス受給者は利
用できません。
熊谷支所 TEL 048-521-2735

大里支所 TEL 0493-39-0471

児童から折り鶴の贈呈

想い出のランドセルギフト
ご協力ありがとうございました！
今年も38個のご寄附をいただき、5月30日に横浜
貿易倉庫に搬入しました。公益財団法人ジョイセフ
からは、6月に受領確認と船便で出発したとの連絡
をいただきました。
当協議会では、平成19年度から、これまで740個
の「想い出のランドセル」をアフガニ
スタンの子どもたちに届けました。
ランドセルは随時募集しており
ます。ご協力をお願いいたします。
妻沼支所 TEL 048-588-2888

江南支所 TEL 048-536-7310
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が開催され
ました。

第29回

10月27日㈯、高齢者・障害者施設（団体）と市民との交流の広場である『熊谷ふれあ
い広場』が、熊谷スポーツ文化公園内 東第二多目的広場で開催されました。当日は、
37の福祉施設（団体）の参加のもと、物品等の販売や、歌やダンス、スタンプラリー、
じゃんけん大会などが開催されました。
また、民生委員・児童委員による福祉バザーも開催されました。多くの皆様にご協力
いただきありがとうございました。

松永会長

富岡市長

石川市民福祉常任委員長

《 福祉バザー報告 》
出 品 数
売上総額

1,320点
200,420円

民生委員・児童委員によるバ
ザーの売上金は、地域福祉事業
に活用させていただきます。
皆さまのご協力、誠にありが
とうございました。

熊谷支所 TEL 048-521-2735

大里支所 TEL 0493-39-0471

妻沼支所 TEL 048-588-2888

江南支所 TEL 048-536-7310
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熊谷市立吉岡中学校

ことぶき花ノ木保育園

～ふくしの授業と吉中生による
高齢者訪問・交流事業～

〜世代間交流の中で育まれるもの〜
社会福祉法人育慈会の運営することぶき花ノ木保育園

では、現在0歳児から5歳児クラスまで、合わせて78名の
子ども達が元気に園生活を送っています。

吉岡中学校は立正大学が近

『毎日が夢いっぱいの宝箱』という保育所像の下、

くにあるということもあり、
PTAの方々や立正大学と連携

「元気な子ども」「思いやりのある子ども」「生き生き

ります。

目標に、優しい心を育み、気づき・考え・行動できる子

表現できる子ども」「身辺処理のできる子ども」を保育

した福祉教育に力を入れてお

ども達の育成に励んでいます。

7月にはPTA主催の「ふく

年長児は、毎月、市内にある2か所の老人福祉施設の

しの授業」が行われます。全
生徒が立正大学に赴き、社会

方々と交流をさせていただいています。季節を意識した

ての専門的な講義を受けております。今年は「無人島で

りますが、楽しいひと時をおじいちゃんおばあちゃん達

福祉学部の先生による、生徒の希望に沿った福祉につい
暮らすとしたら、何がいりますか?」というテーマで、福
祉とは何かについて学ぶことができました。他にも「バ
リアフリーとユニバーサルデザインについて」「家族と
は何か」「子どもにとって大切なものは何か」「海外の
福祉事情」など、中学生でも興味がわき、またわかり易
い様々な内容の講義を受けることができました。

講義後、3年生は熊谷市からジュニア福祉活動員の委嘱

を受け、「吉中生による高齢者訪問・交流事業」として8

歌を披露し、触れ合い遊びを中心に行い、短い時間ではあ
と過ごしてきます。

園の運動会前には、運
動会当日に披露する
組体操を見ていただ

いたり、施設の運動会
に参加させていただ
くこともあります。

最初は緊張して、

月に学区内の各集会所で地域の高齢者と転倒予防体操や

なかなか声がかけられなかったり、恥ずかしくて傍に行け

年生が、各集会所で地域の高齢者の方々と交流を深める

のしたことで喜んでもらえたり褒めてもらったりする経験

語らいなどの交流活動を行っております。今年も多くの3
ことができました。

また、福祉の心を育む交流事業として、毎年立正たち

ない子もいましたが、交流していく中で体験する、自分達
を通して、積極的に関わりをもてるようになりました。

触れ合い遊びを行う中でも、つないだ手から伝わる温

ばなホームとの交流を密に行っています。今年度は6月に

もりを感じたり、力の加減をすることの必要性を学んだ

けなどをさせていただきました。生徒も膝をつき利用者

重ねる事で、どうしたら、おじいさんおばあさんに思い

生徒がホームに赴き、利用者との語らいや七夕の飾りつ
の方々の目線に合わせ、しっかりと話に耳を傾けており

ました。10月には本校の合唱祭にホームの方々を招き、

生徒が一所懸命歌う姿を見せることができました。ま
た、福祉委員会が主体となって生徒から集めた多くのタ
オルや箱ティッシュを寄贈し、大変喜んでいただけまし
た。

吉岡中学校は今後

も、地域の方々の力を

り、たくさんの気づきがありました。そういった経験を
が伝わるのか、楽しんでもらえるのかを自分達で考える
ようになりました。この歌を聞いてもらいたい、一緒に
歌いたい、これをやったら喜んでもらえそう等、相手を
思いやった言葉が出てくるようになりました。卒園前の
訪問になると最後はお互いに離れがたくなり、なかなか
お部屋を出られない事もあるくらいです。

そのような気持ちの変化が、子ども達の心の成長に大

きく影響していること
は言うまでもありませ

借りながら、生徒の福

ん。これからも交流を

祉の心を育む取り組み

続け、お互い刺激を受

を続けていきたいと思

け合いながら、より良

っております。

い関係を築いていきた
いと思います。

熊谷支所 TEL 048-521-2735

大里支所 TEL 0493-39-0471

妻沼支所 TEL 048-588-2888

江南支所 TEL 048-536-7310
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平成30年度
社協特別会員のご紹介
障害者支援施設 新光苑
特別養護老人ホームはなぶさ苑
生活介護事業所若草苑
児童養護施設雀幸園
特別養護老人ホーム永寿苑
障害者支援施設 花づな
特別養護老人ホーム玉の緒
特別養護老人ホーム立正たちばなホーム
ケアハウス神根苑
熊谷市役所二二会
松坂屋建材株式会社
放課後等デイサービスくりのみ
NPO 法人熊谷市身体障害者福祉会
熊谷はあとふるの里ひなたぼっこ
特定非営利活動法人ゆりかご
熊谷神経クリニック
社会福祉法人つゆくさ
上石デイサービスセンター
デイサービスセンターもろちゃんち
熊谷西デイサービスセンター
デイサービスセンターソレイユ輝輝
特定非営利活動法人ゆめたまご
愛隣保育園
熊谷太井保育園
なでしこ保育園
くるみ保育園
ほしのみや保育園
第２くるみ保育園
新里保育園
ことぶき乳児保育園
ことぶき花ノ木保育園
ことぶきイーサイト保育園
第２なでしこ保育園
こどもの家保育園
みたけ保育園
スダナ保育園
奈良保育園
第３なでしこ保育園
しらこばと保育園
新里第２保育園
田島保育園
第二田島保育園
ゆかり保育園
株式会社ティアラ２１
特別養護老人ホームサンヴィレッジ
特別養護老人ホーム愛心園
特別養護老人ホーム彩華園
社会福祉法人白寿会
高齢者総合ケアセンター熊谷ホーム
株式会社ヤマキ
株式会社梅林堂
株式会社八木橋
学校法人立正大学学園
株式会社熊谷清掃社
有限会社妻沼環境センター
社会福祉法人慈恵会埼玉慈恵病院
公益財団法人西熊谷病院
医療生協さいたま熊谷生協病院
くまがや農業協同組合
武蔵野銀行熊谷支店
特別養護老人ホームいずみ熊谷
特別養護老人ホームルーエ
よしざわ内科クリニック通所介護事業所
村岡茶楼
デイサービスほのか
株式会社 高橋医科器械店

当協議会の特別会員としてご協力いただいた方を掲載させていただきました。

ご協力ありがとうございました。

社会福祉法人熊谷礎福祉会ララク遊
熊谷福祉の里クイーンズビラ
株式会社エコ防災設備
秩父鉄道観光バス株式会社
足利銀行熊谷支店
（医）社団松弘会介護老人保健施設トワーム熊谷
株式会社エミール介護センター老人ホーム五合苑
特定非営利活動法人自立生活センター遊ＴＯピア
社会福祉法人たんぽぽ福祉会熊谷たんぽぽ
株式会社甲和オートサービス
日東富士製粉株式会社埼玉工場
ほしのみやデイサービスセンター
グループホームくまがや倶楽部
ネットワークＹＯＵゆう
有限会社石川電気
関東薬品消毒株式会社
株式会社環境工学研究所
株式会社森緑園
株式会社奈良電器
株式会社サンアイ
株式会社クジライ
株式会社銀河
株式会社ダスキンサーウ北関東ダスキンちちぶ
太陽福祉用具サービス有限会社
サンメンバーズ株式会社
株式会社リード
能美防災メヌマ工場
医療法人くぼじまクリニック
ＮＰＯ法人あけぼの
ダイゴ機設株式会社
エフビー介護サービス株式会社熊谷営業所
株式会社松本材木店
特別養護老人ホームまごころの里
株式会社玉章堂
有限会社きくや
関根石油
株式会社消防設備
光陽社
株式会社博文社
日栄電機株式会社
有限会社ソーシャルワーク本舗さいたま
株式会社ジャパンエクシードグループホーム五感の里
サンシティ熊谷
合同会社重度訪問介護サービスつむぎ
埼玉トヨペット株式会社熊谷肥塚支店
有限会社 松本文具店
日清シスコ株式会社東京工場
日本山村硝子株式会社埼玉工場
有限会社後藤衛生コンサルタント
医療法人熊谷総合病院
株式会社藤沢商事
花園観光バス株式会社
株式会社アルビオン熊谷工場
国際十王交通株式会社熊谷営業所
医療法人藤和会藤間病院
ご近所ホームいろ葉
有限会社すすきの
居宅介護支援事業所みのり
有限会社エコステーションくまがや
有限会社保泉商店
株式会社近江屋酒店
ＭＭＧ税理士法人
ＭＳＤ株式会社
株式会社ヴァレオジャパン
株式会社井ノ瀬運送
秩父観光興業 株式会社

日本赤十字社特別活動資金の追加報告

熊谷支所 TEL 048-521-2735
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前澤化成工業株式会社

大里支所 TEL 0493-39-0471

平成30年11月末現在 （敬称略・順不同）
かみのデイサービス
グリーントラベル秋山賢治
江南工業株式会社
江南クレーン教習所
松本医院
宗教法人静簡院
富士電子株式会社
ワークマン埼玉江南店
日本ファブテック株式会社熊谷工場
エイトリー工業株式会社
有限会社ヤサカ工業
ゼリア新薬工業株式会社
有限会社内田運送
株式会社福田商店
株式会社熊谷紙業
山光化学株式会社
宗教法人寶憧寺
松岩寺幼稚園
鎌塚自動車株式会社
宗教法人真光寺
有限会社江南電気
株式会社小嶋衛生社熊谷営業所
宗教法人浄安寺
有限会社柴田製作所
株式会社橋亀建設
大塚硝子建材株式会社
有限会社川本清掃社江南支店
宗教法人釈迦寺
江南ゴルフクラブ
宗教法人文殊寺
株式会社根本製作所
特別養護老人ホーム虹の郷
江南会障害者支援施設熊谷
ダイアナデイサービスセンター
ブルーバードホーム江南愛の家
有限会社ヘルパーステーション
株式会社協和テクニカ
有限会社大久保電気
宗教法人保泉寺
株式会社マツモト設備
セブンイレブン埼玉江南店
株式会社コバヤシ
ローソン江南板井東店
野口商店
おおぬま愛の家
宗教法人常安寺
宗教法人宝光寺
有限会社深沢製作所
宗教法人普門寺
株式会社太平洋クラブ＆江南
株式会社ミトヨホースパイプ事業部
株式会社タクマテクノス
児童養護施設「江南」
Ｋファミリー千代
新栄工業株式会社
セキグチシステム販売株式会社
仁平歯科医院
仁和会埼玉江南病院
株式会社いなげや大里江南店
マツダオートザム江南店
株式会社オキナヤ熊谷本店
埼玉縣信用金庫江南支店
ＮＥＷＬＡＮＤ
ドラッグセイムス江南店
赤石好康
根岸友憲

ご協力ありがとうございました。

妻沼支所 TEL 048-588-2888

江南支所 TEL 048-536-7310

くまがや社協だより
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平成30年度

平成30年9月1日〜平成30年11月30日

レジデンス
熊谷管理組合なごみ会様
電気保安法人
有限会社 石川電気様
古郡ホーム株式会社
くまのこいち様

社協会員会費募集結果報告

平成30年7月から9月までの３ケ月間、社協会員の募集推進月間と
して、地区社協会長及び自治会長を通じて会員の募集をお願いいたし
ました。ここに結果をご報告するとともに、ご協力いただいた皆様に
厚く御礼申し上げます。皆様の会費は、紙おむつ給付事業や子育て応
援相談事業など、地域福祉推進のため活用させていただきます。
（平成30年11月末現在）
平成30年度

4,000円

20,000円

地区別合計
中央
東部
西部
南部
北部

会費実績
特別会費
（口数）

会費（円）

34,359

36

133

大里地区

2,131

23

3

677,300

妻沼地区

5,577

32

45

1,930,200

江南地区

2,810

19

70

1,212,000

5

10

55,000

115

261

14,883,250

市
合

6,745
9,568
13,126
6,377
12,532

賛助会費
（口数）

1,732,040
2,312,800
2,488,470
1,621,160
2,854,280

熊谷地区

67,465円

普通会費
（口数）

外
計

平成30年7月豪雨災害

44,877

職員派遣報告２

平成30年７月豪雨で被災した広島県安芸郡坂町に、埼玉県社会福祉協議会の要請を受け、８月に引き続いて、９月
19日㈬から25日㈫までの間、坂町災害ボランティアセンター「小屋浦４丁目サテライト」で運営支援活動を行ってき
ました。「小屋浦４丁目サテライト」は、民間団体が立ち上げたサテライト活動拠点であり、ボランティアの受付、
マッチング、オリエンテーション、送り出し、ニーズ調査、資材の洗浄や清掃等、他の地域から派遣された社協ス
タッフと3名で活動してきました。被災から2か月以上が経過した段階であり、ニーズの多様化に伴う、マッチングの
難しさを痛感しましたが、被災者とボランティアを繋ぐ大切な運営支援活動にやりがいを感じました。この体験をい
ざという時に役立てたいと思っています。
このたびの災害で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、1日も早い復興をお祈りいたします。

熊谷支所職員（左から６番目）とセンターの仲間たち

登録者
募集

熊谷市災害ボランティア
個人・団体（会社）を募集しています

災害時、様々な形でボランティアとして活動する災害ボランティアに登録
しませんか？
登録方法等、詳細は熊谷市社会福祉協議会ホームページをご覧ください。
☆ホームページアドレス：http://www.kumagaya-shakyo.jp

【問合せ】
熊谷市ボランティアセンター
TEL 048-525-8745
FAX 048-528-0005

お詫びと訂正：先月配布の12月1日付「地域歳末たすけあい運動に御協力をお願いします。」のリーフレットに誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
昨年の寄附金額
正 7,535,203円
誤 7,528,546円

熊谷支所 TEL 048-521-2735

大里支所 TEL 0493-39-0471

妻沼支所 TEL 048-588-2888

江南支所 TEL 048-536-7310

くまがや社協だより
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熊谷市手話通訳派遣事務所だより
11月4日㈰、本庄市市民活動交流センターにおいて、熊谷市・行田
市・深谷市・本庄児玉郡市の手話通訳者37名が参加し、4地域合同の
研修会を行いました。
当事務所では、現在16名の登録手話通訳者が研鑽をつみながら通
訳活動を行っています。研修では、聞取り表現技術について手話通訳を行う際に何が重要で必要なのかを学びま
した。
手話通訳者は、聴覚障害者の意思疎通支援や情報保障を担うものとして、必要な知識や技術の習得、質の向上
を目指しています。

熊谷市手話通訳
派遣事務所

熊谷市の聴覚障害者の方などが、家庭生活や社会生活
の中でコミュニケーションを円滑に行うために、必要に
応じ手話通訳者を派遣しています。

子育てサロンのお知らせ
日時

老人福祉センターからのお知らせ
各老人福祉センターでは、団体利用者を対象としたマ

2月12日㈫ 午前10時〜

イクロバスによる無料送迎サービスを行っております。

11時30分
場所

問合せ
熊谷支所 048-521-2735
FAX 048-523-6898

江南勤労福祉センター

新年会・総会等のご利用時に是非ご活用ください。ま
た、各施設ではイベントも開催しています。イベントの

成長の思い出に手形・

開催状況、マイクロバスのご利用等については、各施設

内容

講習室
足形をのこそう！

に直接お問い合わせください。

記念の一枚を作りませんか?

※上之荘は1月23日㈬から3月29日㈮まで、空調工事の

※準備の都合上、事前申込みをお願いいたします。
申込み

開催

江南支所

しました！

ため臨時休館します。

048-536-7310

ふれあい里親講座

11月18日㈰、コミュ
ニティセンターにて、
ふれあい里親講座を開

ひかわ荘で『バンパー』を楽しむ利用者

催しました。講師に児

別 府 荘 : 西別府583-1 ☎532-2020

童養護施設・泰山木の
ある家の相談員と活動中の里親さんをお招きし、子ども

問合せ先

たちの様子や里親体験談を伺いました。

ひかわ荘 : 弥藤吾1755 ☎588-2600
江 南 荘 : 千代118-1

社協では、今後もふれあい里親さんを募集しています！

～やってみたいことをきっかけに

上 之 荘 : 上之3022-1 ☎525-6964

仲間づくり講座が開催されました！！～

筋トレ教室「思いったったら筋トレ」
健康運動指導士の矢島武志氏を

男の料理教室「いざ！挑戦

おれの料理」

日本野菜ソムリエ協会認定野菜ソム

迎え、筋トレ教室（参加者16名）

リエPro.牧野悦子氏を講師にお迎え

を開催しました。この講座をきっ

し開催しました。（参加者10名、協力

かけに一緒に活動を続けていく予

者3名）
初めて料理に挑戦した人もいて、メニュー作りから食べる

定です。

まで、みんなで協力、おいしい自慢の料理ができました。

仲間になりませんか！
熊谷支所 TEL 048-521-2735

☎536-5600

大里支所 TEL 0493-39-0471

妻沼支所 TEL 048-588-2888

江南支所 TEL 048-536-7310

くまがや社協だより

（9）

申込み・問合せ
参加者
募集
日
場

時
所

対

象

参加費
定 員
締 切

ボランティアセンター

傾聴ボランティア入門講座
1月28日㈪ 13:30〜16:00
熊谷市立コミュニティセンター
熊谷市本町1-9-1
・傾聴ボランティアに興味がある方
・これから活動を考えている方
無料
30名（希望者多数の場合は抽選）
1月18日㈮

平成31年（2019）1月

TEL 048-525-8745（平日 8:30 ～ 17:15）
開催
しました

友愛電話交流会

11月13日㈫、老人福祉センター
上之荘において毎年恒例の友愛電
話交流会が行われ、65名が参加さ
れました。「いきがい大学熊谷学
園２年３期 南京玉すだれクラブ」
様によるアトラクションで会場は
大いに盛り上がりました。
みなさんとの会話とおいしい食
事で楽しいひと時を過ごすことが
できました。

ボランティア連絡会だより
ボランティア
つくし会

朗読ボランティア

ひばり

つくし会は、会員の高齢化と
共に会員が減り、現在、会の活
動も10人になってしまいましたが、中央公民館を会場に、月4回
火曜日に民謡を学んでいます。
民謡とは、いつでもどこでも場所を選ばず、みんなで楽し
く、健康の手助け、親睦を深め合えるものです。
「小さいながらも楽しいクラブ」として和気あいあい楽しく
練習し、その成果をボランティア活動に生かしたいと思ってい
ます。
今年8月に市内の老人福祉施設の納涼祭を訪問しました。会場
では30人ほどの利用者と職員の方が拍手で迎えてくれました。
3曲の民謡を見ていただき、皆さんが踊れる馴染みの曲では、
手拍子をする人、一緒に踊りの輪に入って踊る人、椅子に座って
手足を曲に合わせ踊る人など、皆さん一緒になって楽しんでくれ
ました。「アンコール」もいただき、とてもびっくりしました。
短い時間でしたが、私たちも楽しむことができました。
これからも微力ながら、つくし会として、民謡とボランティ
ア両方の活動を頑張っていきたいと思います。
民謡が好きな方、一緒に踊ってみませんか?年齢性別は問いま
せん。お待ちしております。

熊谷支所 TEL 048-521-2735

大里支所 TEL 0493-39-0471

私達のグループは、手作りの大型紙芝居を保育
所、小学校、高齢者施設、福祉施設や、地域のいきい
きサロンなどで行い、皆さんに喜んでもらっていま
す。動く動画が多い現状では、逆に動かない迫力のあ
る大画面に「ワアーすごい」と皆さんが興味を示して
くれます。
私達はこの歓声にはげまされ、もっと、もっと喜ん
でもらえるよう日々練習に取り組んでいます。
今年は絵が得意な会員が下絵を描いて、全員で色を
塗り、間もなく新しい大型紙芝居「十二支のはじま
り」が完成します。私達も子ども達と同じように、

妻沼支所 TEL 048-588-2888

新しい紙芝居のお披露
目を楽しみにしていま
す。
興味のある方は、ボ
ランティアセンターへ
お問合せください。

江南支所 TEL 048-536-7310

くまがや社協だより
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訪問介護事業所 を紹介します！

社協の

生活課題を解決しながら、住み慣れた家や地域で、自分らしい暮らしを続けたい。

そんな願いをお手伝いさせていただくのが、訪問介護事業所です。
熊谷訪問介護事業所は、市立コミュニティセンター内にあります。
介護保険及び障害福祉サービスにおいて、ヘルパーがご利用者宅を訪問して家
事援助（掃除、洗濯、買い物、調理等）、身体介護（入浴、清拭、着替え、オム
ツ交換等）を介護のプロの知識と観察力を基に行い、在宅生活を支援します。ヘ

事業所のスタッフ
（ご利用をお待ちしております）

ルパーの訪問時間は月曜日から土曜日、8：00〜19：00です。
また、当事業所では、現在28名の登録ヘルパーがおりますが、定期的に内部研
修を行い、ヘルパーが安心して安全にサービス提供できるよう、新しい知識の習
得や介護技術の向上に努めています。
訪問介護職員（登録ヘルパー）を募集していますので、ヘルパーの仕事に興味
がありましたら気軽にお問合せください。

問合せ

熊谷介護事業所

訪問介護職員
の募集

熊谷市本町1-9-1

TEL 048-523-9944

ヘルパー研修のようす

人に喜ばれる仕事がしたい！
人と接するのが大好き！
時間を有効活用したい！

こんなあなたにピッタリ

訪問介護職員（登録ヘルパー）

職種・人数 専任手話通訳者・1名

1,200円 別途、移動手当、土曜・祝日手当、
時間外手当、介護職員処遇改善加算を支給し
ます。その他、内部研修・ケアカンファレン
ス出席時に手当を支給します。
資格 次のいずれかの資格を有する方
○介護福祉士
○介護職員基礎研修又は養成研修１級・２級の
修了者
○介護職員初任者研修又は実務者研修修了者
待遇 有給休暇、資格手当1,000円（介護福祉士）
時間 月曜日〜土曜日 8：00〜19：00の間
（週1回1時間からでも可）
問合せ 熊谷介護事業所 熊谷市本町1-9-1
TEL 048-523-9944
※初めての方でも気軽にお問合せください。
運転免許証の有無は問いません。

採用条件

時給

熊谷支所 TEL 048-521-2735

大里支所 TEL 0493-39-0471

非常勤嘱託職員

給

与 熊谷市社会福祉協議会嘱託職員就業規程による

待

遇

社会保険完備、交通費支給

採用時期

平成31年4月（予定）

必要資格

次の①〜③のすべての条件を満たす方

①手話通訳士、県、熊谷市登録手話通訳者及び、それ
に準ずる技術を有する方
②普通自動車免許を有する方
③パソコン（ワード、エクセル）を使って事務処理の
できる方
応募方法

随時受付。電話にてお問合せください。

受付時間

平日8：30〜17：15（随時受付）

問合せ

熊谷支所

熊谷市本町1-9-1

TEL 048-521-2735 FAX 048-523-6898

妻沼支所 TEL 048-588-2888

江南支所 TEL 048-536-7310

