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社会福祉協議会（社協）は、社会福祉法第109条に定められており、
全国の市区町村にある民間福祉団体（社会福祉法人）です。社会福祉を
目的とする事業の企画、調査、普及宣伝、連絡調整、助成を行い、地域
福祉の推進を担っています。

住民の皆さんのご協力をいただき、福祉関係機関、団体の皆さんと連携を図りながら各種事業を行いま
す。

平成31年度 熊谷市社会福祉協議会の事業計画
基本目標

基本施策

主な事業

①地域福祉への意識を
高める

●社会福祉協力校 ･ 協力園 ( 所 ) 指定事業
●敬老ポスターコンクール
●福祉の心を育む交流事業
●福祉体験教室
●熊谷ふれあい広場
●広報紙「社協だより」の発行
●社協ホームページの作成

①地域ぐるみの支援体
制の構築
②包括的な支援体制の
構築
③地域交流の促進
④社会参加の促進

●生活支援コーディネーター設置事業
●地域ネットワーク友愛事業
●ふれあい弁当サービス事業
●ふれあいいきいきサロン事業
●子育てサロン事業
●うちわ祭観覧事業

①福祉関係組織の充実
･ 連携
②権利擁護体制の構築
③福祉サービス利用の
促進

●ボランティアセンター運営事業
●福祉サービス利用援助事業
●成年後見事業
●紙おむつ給付事業
●敬老修繕サービス事業
●歳末ホームクリーニングサービス事業
●くまがや在宅福祉家事援助サービス事業
●手話通訳派遣事業
●移動支援事業
●リフト付自動車の運行
●ファミリー・サポート・センター事業
●子育て応援相談事業
●不要入れ歯のリサイクル事業
●想い出のランドセルギフト事業
●ペットボトルのキャップの回収

①災害時の対応
②見守り活動の推進
③健康づくり
④人にやさしいまちづ
くり
⑤生活困窮者対策の推
進

●車いすの貸出
●熊谷市福祉資金貸付
●生活福祉資金貸付
●熊谷市善意銀行
●彩の国あんしんセーフティネット事業
●災害ボランティアの育成
●災害ボランティアセンターの設置・運営

1

一人ひとりが いきいきと 安心して暮らせる福祉のまち

市民参加による
地域福祉の推進

2
地域ネットワー
クによる支え合
いの構築

3
福祉サービス
の適 切 な 利 用
の推進

4
安全で安心で
きる生活環境
の実現

※基本目標と基本施策は、熊谷市と一体的に策定した「第3次熊谷市地域福祉計画・熊谷市地域福祉活動計画」
に
基づいています。
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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熊谷市社会福祉協議会の主な事業を紹介します
熊谷市社協では、地区社協、自治会、民生委員・児童委員協議会、ボランティア連絡会等の協力を得な
がら、地域の皆様にご利用いただける事業を実施しております。
事業によっては実費負担をいただくものや、利用要件があるものがございますので、詳しくは熊谷市社
協までお問合せください。

くまがや在宅福祉
家事援助サービス

紙おむつ給付事業
在宅で常時おむつを使用され、対
象の条件に該当する方に毎月一定数
の紙おむつや尿取りパットをお届け
します。

高齢者や障がい者等の日常生活上
の困りごとを軽減するため、市民の
方のご協力により家事援助サービス
を提供します。

敬老修繕サービス事業
満77歳以上の単身高齢者世帯で、
家屋の修繕が必要な方に対し、修繕
を行います。
【修繕の内容】
・障子の張替え・網戸の張替え
・ふすまの張替え・草取り

車いす及び
福祉用具等の貸し出し

敬老ポスターコンクール

地域ネットワーク友愛事業

子ども達が高齢

市内在住の障がい者及び65歳以上

者を敬う心と、感

の単身高齢者の安否の確認や、生活

具を貸し出します。

謝する心を深める

上の孤立を解消し、地域の輪を築き

【貸出備品】

ために市内の小学

ます。

車いすや、福祉体験等で必要な用

友愛訪問、友愛電話、友愛通信、

４年生を対象にポ

・車いす

友愛交流会を実施しています。

スターを募集し、

・アイマスク

市内の会場

・白杖

に展示しま

・高齢者疑似

す。

体験セット
・点字盤

福祉サービス利用援助事業
判断能力の不十分な高齢者や知的
障がい・精神障がいのある方で、１
人で生活していくには不安がある方
に安心して生活できるよう生活支援
員が定期的に訪問し、金銭管理につ
いて援助します。
【支援内容】
・福祉サービス利用援助
・日常生活上の手続き援助
・日常的金銭管理・書類等預かり
サービス
※サービスは有料です。
※サービス利用には契約が必要
となります。

熊谷支所 TEL 048-521-2735

ボランティアセンター事業
ボランティアに関する相談や、ボ

子育て応援相談事業
子育て中の親の家庭に訪問し、子

ランティアグループの立ち上げ及び

育てに関する相談に応じます。

運営上の相談を行っています。各種

【対象者】

社会福祉事業のPRやイベント情報伝

・市内在住の方

達の場として掲示板を用意している

・6歳未満の未就学児がいる家庭

ほかボランティアにかかわる広報誌

で子育てに不安や悩みのある方

や資料の閲覧もできます。

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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災害ボランティアセンター運営訓練
もしもの災害に備えて
2月16日（土）に、登録災害ボランティア、熊谷市
赤十字奉仕団、熊谷市ボランティア連絡会の皆様等
68名にご参加いただき、災害ボランティアセンター
運営訓練を実施しました。
午前中は、平成30年7月豪雨被災地への派遣職員に
図上シミュレーション

よる報告を行うとともに、図上シミュレーション訓

訓練

練を行いました。
午後は、炊き出し訓練のあと、大規模地震による
災害を想定して、被災者役やボランティア役等に役
割を分担し、作業内容や作業場所の割り振り等、マ

参加者の感想

ッチングや送り出しを行うとともに、資機材の確認

①実際に、リアルな想定の中で訓練を行えて

や報告等の一連の流れを実際の行動に移し行いまし

とても参考になりました。

た。

②ボランティアの活動にも、色々な手順や決

職員だけではなく、関係機関の皆様の訓練への参

まり事がある事を知りました。

加は、より円滑な災害ボランティアセンターの運営

③地域の人との繋がりを大切にしたいと思い

について、皆で考え、共有できる大変有意義なもの

ました。

となりました。

④災害の時、社会福祉協議会が災害ボランティ

昨年も全国各地で多くの自然災害が発生し、甚大

アセンターを立ち上げて運営することを知

な被害をもたらしました。私たちの身近な地域で

りました。

も、また、いつどんな災害が起きるかわかりませ

⑤体験発表を聞きましたが、

ん。

実際に被災地に行く機会

社協では、万が一の事態に備え、迅速で、かつ、で

のなかった自分には、と

きるだけ被災者に寄り添った支援ができるように継

ても参考になりました。

続的な訓練を行い、関係機関とより一層の連携を図
りたいと思います。

作業内容や作業場所の割り振り

災害ボランティア

個人・団体（会社）を

炊き出し訓練

募集

しています

問合せ・申し込み
熊谷市ボランティアセンター
TEL 048-525-8745
熊谷支所 TEL 048-521-2735

熊谷市本町1-9-1（市立コミュニティセンター）

FAX 048-528-0005
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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平成30年度共同募金運動（赤い羽根・歳末たすけあい）結果報告
～みなさまのあたたかいご協力に感謝いたします～
平成31年2月末現在

平成30年度募金実績
世帯数（件）
赤い羽根（円） 歳末たすけあい（円）

地区別合計
熊谷地区

中
東
西
南
北
大 里 地 区
妻 沼 地 区
江 南 地 区
街頭募金
学校募金

央
部
部
部
部

6,748
9,555
13,136
7,021
12,562
2,535
8,413
3,571

1,891,241
2,717,355
3,129,859
1,952,124
3,347,376
728,440
1,972,817
1,004,040
565,708
222,007

職域募金
（バッジ･クオカードﾞ募金・募金箱)

827,733
993,520
1,348,142
730,595
1,296,318
264,620
841,592
400,650

いきいきサロン

1,615,515

法人募金・個人大口
合
計

63,541

487,793
19,634,275

780,357
7,483,527

子育てサロン

※ 世帯数は平成30年6月現在のものです。

法人募金としてご協力いただきました方々を掲載いたします。
－ ご協力ありがとうございました － （敬称略・順不同）
熊谷商工会議所

熊谷西ロータリークラブ

株式会社オリケイ

株式会社武州養蜂園

関東建設工業株式会社

日東富士製粉株式会社埼玉工場

株式会社ヒカリ

熊谷市建設業協会

かごはら自動車学校

松本米穀精麦株式会社

公益財団法人 西熊谷病院

くぼじまクリニック

吉見商事株式会社

熊谷遊技業組合

公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉北支部

熊谷東ロータリークラブ

熊谷ロータリークラブ

JFE 建材 株式会社

熊谷外科病院

熊谷金融連絡会

オリエンタルメタル株式会社熊谷工場

秩父鉄道株式会社

株式会社八木橋

大橋化学工業株式会社熊谷工場

熊谷南ロータリークラブ

株式会社三興社印刷所

熊谷籠原ロータリークラブ

熊谷通運株式会社

埼玉慈恵病院

埼玉縣信用金庫 本店営業部

高崎ターミナルビル株式会社

株式会社平松

埼玉縣信用金庫 籠原支店

リンテック株式会社熊谷工場

株式会社玉章堂

埼玉縣信用金庫 籠原南支店

太平洋マテリアル株式会社熊谷工場

松坂屋建材株式会社

埼玉縣信用金庫 熊谷東店

株式会社国分商会

下妻液化ガス株式会社

埼玉縣信用金庫 上之支店

埼玉トヨペット株式会社

日本山村硝子株式会社埼玉工場

埼玉縣信用金庫 江南支店

株式会社協同バス

青木精機工業株式会社

東京キリンビバレッジ株式会社

みなさまからいただいた共同募金は、各種事業及び、地域福祉の推進に活用させていただいております。

広告
募集中 !!

「社協だより」では掲載する広告を
募集しております。
応募対象者は、地域福祉の向上にご
賛同いただける方。

広告サイズ

「社協だより」広告掲載基準
熊谷市社会福祉協議会が発行する「社協だより」に掲
載する広告は、地域福祉の向上に賛同いただけるもの
で、次に掲げる要件を備えるものとします。
❶広告は、公共性が認められるものであること。

広告料

●縦5㎝× 横 8 .7㎝

30,000円

●縦5㎝× 横17.7㎝

50,000円

申込みは電話（TEL 048-588-2345）または直接
熊谷市社会福祉協議会事務局（熊谷市弥藤吾2450）へ
熊谷支所 TEL 048-521-2735

大里支所 TEL 0493-39-0471

❷風俗営業等の規制等に該当しないものであること。
❸政治活動、宗教活動、意見広告に係わらないもので
あること。
❹その他、広告として妥当と認められるもの。

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

地域づくりフォーラム

（6）

平成31年（2019）4月

みんなの笑顔のまちづくり

〜考えよう！今、一人ひとりができること〜
12月22日㈯江南総合文化会館ピピアにおいて「地域づくりフォーラム」
を開催しました。会場は、513名の参加者でいっぱいになりました。基調講
演では、ご近所福祉クリエーターの酒井保氏をお招きし、「誰もが住みやす
い地域」を目指した住民主体の支え合い活動などわかりやすい内容で話題も
豊富でした。また、講師から9人の生活支援コーディネーターが壇上で一人
ひとり紹介され、会場も一体となった楽しい講演でした。パネルディスカッ
ションでは、地域の絆の場となっている「ダモンネみはらし」の皆さんが、
地域と一緒になって取り組んでいる様々な活動の発表を行い、会場の皆さん
に多くの関心を持っていただくことができました。終了後のアンケート「今
後も地域づくりの話し合いや講座に参加したいと思いますか？」の問いに、
多くの方の
賛同をいた
だきました。

会場の皆さんも一緒に参加

あたたかい心の寄附を
いただきました
平成30年12月1日～平成31年2月28日

日栄電機㈱影近会長

社協松永会長

酒井保氏

ダモンネみはらしの皆さん

地域の皆さんと一緒に活動していく生活支援コーディネーターです

〇日栄電機株式会社様
〇株式会社甲和オートサービス様
〇サンメンバーズ株式会社さいたまセレモニー様
〇株式会社ベルク柿沼店お客様一同様
〇株式会社ベルク上之店お客様一同様
〇株式会社ベルク広瀬店お客様一同様
〇株式会社ベルク赤城町店お客様一同様
〇株式会社ベルクかごはら南店お客様一同様
〇株式会社ベルク佐谷田店お客様一同様
〇株式会社ベルク玉井店お客様一同様
〇株式会社ベルク熊谷銀座店お客様一同様
〇有限会社石川電気様
〇蒼騎会埼北支部様

1,000,000円
12,924円
43,000円
54,053円
35,831円
19,279円
20,306円
30,281円
28,242円
33,087円
20,061円
20,000円
20,000円

アフガニスタンに「想い出のランドセル」を贈っています
寄附いただいたランドセルを、アフガニスタンに寄贈し、教育の機会に恵まれない子ども
たちの就学のきっかけとなるよう支援を行っています。
海上輸送のため、ランドセル1個あたりの輸送料の一部として寄附をお願いしております。
Ａ

1,000円
※社協より800円の補助を行い、1個あたり合計1,800円で輸送しております。
※市外在住の方は1個あたり1,800円のご負担をいただきます。

Ｂ

書き損じはがき（例）52円はがきの場合46枚

ランドセルの他に鉛筆やノートなどの文房具（未使用）も贈っています。役目を終えたラ
ンドセルを世界の子どもの笑顔のために役立てませんか。ご協力いただける方は各支所へＡ
かＢのいずれかの輸送料と一緒にご持参ください。
詳しくは公益財団法人ジョイセフHP https://www.joicfp.or.jp/jpn/

熊谷支所 TEL 048-521-2735

大里支所 TEL 0493-39-0471

をご覧ください。

妻沼支所 TEL 048-588-2888

公益財団法人ジョイセフ
提供

江南支所 TEL 048-536-7310

くまがや社協だより
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社協老人デイサービスセンターのご案内
デイサービスセンターは、老人福祉センターひかわ荘の隣にあります。利用者が来所すると看護師によ
る血圧、脈拍、体温チェック、健康状態の確認を行います。
午前中はＮＨＫの体操を職員と一緒に行い、その後は入浴の時間となります。入浴が終わると昼食にな
ります。
午後は機能訓練を行い、集団体操、レクリエーションを行っております。毎月手作りのお祝い膳で、お
誕生日会を開いてお祝いしております。定期的にレクリエーションボランティアを招いて、踊りや演奏会
を開催し、楽しんでいただいております。
問合せ 社協老人デイサービスセンター 熊谷市弥藤吾1753 TEL 048-589-0591

お花見に出かけました。

デイサービスセンターのスタッフ
（ご利用をお待ちしております）

全員で体操

老人福祉センターからのお知らせ

ご利用案内
市内の各老人福祉センターの利用には、利用証の提示が必要

営業
再開

老人福祉センター上之荘

です。利用証は各老人福祉センター、長寿いきがい課、各行政

空調設備改修工事のため、臨

センター福祉係で申請できます。スタッフ一同心よりお待ちし

時休館しておりました老人福祉

ております。

センター上之荘は、営業を再開

※申請につきましては、お手数ですが、本人確認ができるも
のをご持参ください。

いたしました。皆さまにはご協
力いただきありがとうございま

施設利用料

した。

区

分

利用料金

・熊谷市民で77歳以上の方…………………

無料

・熊谷市、深谷市、寄居町に居住又は
通勤、通学している60歳以上の方……… 100円
・熊谷市、深谷市、寄居町に居住
又は通勤、通学している60歳未満の方… 300円
・上記以外の方………………………………

500円

不要入れ歯の回収報告
平成30年度の回収実績は、97個、収益は135,313円
でした。ご協力ありがとうございました。
この収益金はユニセフを通じて世界の恵まれない子
どもたちへの支援に使われます。また、収益金の一部
は、地域福祉の推進に充てられています。引き続き、
ご協力をお願いいたします。
※回収BOXは熊谷市役所、市立コミュニ
ティセンター、大里・妻沼・江南の各
行政センターに設置してあります。

熊谷支所 TEL 048-521-2735

大里支所 TEL 0493-39-0471

問合せ先
別 府 荘：西別府583-1 ☎048-532-2020
上 之 荘：上之3022-1 ☎048-525-6964
ひかわ荘：弥藤吾1755 ☎048-588-2600
江 南 荘：千代118-1 ☎048-536-5600

ペットキャップ回収報告
ペットボトルのキャップ約1,720個で1人分のワクチンと
なります。平成30年4月～平成31年2月までの回収実績は、
以下のとおりです。
個数

（ ）内は累計

996,525 個（6,195,685 個）

ワクチン

580 人分 （6,122 人分）

Co2 削減効果

7,300kg

（45,831kg）

※飲料用ペットボトルキャップ以外は回収できません。
※イベント等でペイント加工したもの等は回収できません。
詳しくはNPO法人エコキャップ推進協会のホームページ
http://www.ecocap/or/jp/をご覧ください。

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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ボランティアセンターでは、ボランティアの登録の際、派遣、相談等を行っています。

当センターの登録グループで構成される「熊谷市ボランティア連絡会」は、各グループの活動のほ

か、社協の様々な事業にもご協力いただいております。下表の募集欄の○印のグループは、会員を

募集しています。活動内容について詳しく知りたい方は、
当センターまでお気軽にお問合せください。

熊谷市ボランティア連絡会
グループ名

No.

平成31年4月現在

活動内容

募集

1

学芸友の会

児童養護施設「江南」で絵本の読み聞かせ、紙芝居、繕い物手伝い等

ー

2

熊谷市赤十字奉仕団

募金活動、献血手伝い、救急法講習会の開催、災害時の活動他

○

3

ボランティア

高齢者施設訪問、日本民踊を通して交流を図る

○

4

あかしあ友の会

あかしあ育成園で庭の除草、および外回りの掃除等

○

5

熊谷朗読ボランティア

視覚障がい者に情報提供テープ作成発送、対面朗読、高齢者施設訪問、絵本読み聞かせ等

○

6

友愛訪問くまがや

在宅の単身高齢者、障がい者を訪問、安否確認や話し相手、友愛交流会開催

○

7

ガイドヘルプ・とも

視覚障がい者の買い物（第 2・4 水曜日）ガイドヘルプ（随時相談） ○

8

はなぶさ友の会

はなぶさ苑で洗濯物片付けと整理、行事等の手伝い

○

9

ボランティア「こもれびの会」

福祉活動全般、ボランティア情報誌「かりん」発行

○

福祉施設、子ども会などにおいて人形劇公演

○

つくし会
こづえ

10 人形劇団タックル ･ ベアー

11 NPO法人自立生活センター「遊TOピア」 障がい者の自立生活や社会参加の支援

ー

12 やまびこ会

施設等ウエス切りとエコキャップ集め、保育園援助、施設高齢者との交流

ー

13 認知症とあゆむ熊谷家族の会

認知症介護家族とボランティアで「つどい」を開催、研修や話し合い等

○

14 佐谷田マジッククラブ

介護施設、児童クラブ、子供会、各種イベント等でマジックによる交流

○

15 傾聴ボランティア

高齢者施設または個人宅を訪問し、傾聴ボランティアを行う

○

幼稚園、保育園、地域子育て支援拠点、演奏他、市内の音楽祭やイベントにて演奏

○

17 ケービーフォー

福祉施設を訪問して傾聴ボランティアを行う、その他社会福祉事業

○

18 コスモスの会

熊谷ホームで洗濯物干しと整理、お茶の奉仕、入所者とのふれあい他

○

16 ママさんブラス

敬愛
くまぴよ隊

19 給食ボランティア

ふれあいの会

配食サービス、大里ふれあいいきいきサロン支援

○

20 朗読ボランティア

ひばり

大型出前紙芝居、大型絵本読み聞かせ（保育所、小学校、施設、いきいきサロン）

○

21 施設ボランティア

さくらんぼ

太陽の園、ながい寮等での手伝い

○

公民館、子育てサロン、保育所、高齢者施設他で人形劇等を実施

○

22 まいまいの会
23 ふれあい弁当サービスＡ

○

24 ふれあい弁当サービスＢ

○

65 歳以上の単身高齢者のお弁当を作る

25 ふれあい弁当サービスＣ

○

26 ふれあい弁当サービスＤ

○

27 妻沼福祉協力員会

施設のシーツ交換（愛心園）、弁当配達

○

28 ねぎぼうず

精神障がい者通所施設のバザー品や販売品の制作、作業の手伝い、修理など

○

29 ゆずりは

施設で縫い物、納涼祭やイベントのお手伝い他

○

30 おはなしボランティア「せせらぎの会」 幼稚園、保育所、小中学校読み聞かせ、ベーチェット対面朗読等

○

31 言の葉の会

○

32 保育ボランティア

高齢者施設等に訪問（手遊び、歌、紙芝居、絵本の読み聞かせ、朗読など）
おひさま

33 ふれあい弁当サービス江南
熊谷支所 TEL 048-521-2735

子育サロンなどで子育て支援のボランティア活動（絵本、紙芝居、手遊び等） ○
単身高齢者、高齢者世帯などに週１回夕食弁当を届け、安否確認も行う

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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会員会費を募集します

５月は赤十字増強運動月間です。日本赤十字の活動を支えていただくために、「赤十字強化月間」
として、各地区の地区社協会長、自治会長を通じ、会員会費（寄附金）のご協力をお願いしています。
みなさまからの会費はこの
ような活動に役立てられます

国際活動
国内災害救護

熊谷市赤十字奉仕団の団員募集
熊谷市赤十字奉仕団では、地域に
おける奉仕活動や災害に備えて各種
ボランティア活動を行っています。
赤十字の活動に興味のある方を募
集しています。
問合せ 妻沼支所 TEL 048-588-2888

募集

介護職員

医療事業
血液事業

救急法等の
講習会

奉仕団は、主にこんな
活動をしています…
・災害時の炊き出し(訓練)
・救急法などの講習会
・献血のお手伝い
・地域の清掃活動
・募金活動

等

人に喜ばれる仕事がしたい！

時間を有効活用したい！

人と接するのが大好き！

こんなあなたにピッタリ

訪問介護職員（登録ヘルパー）
時

給

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。
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 市立コミュニティセンター内 TEL 048-523-9944
次のいずれかの資格を有する方
○介護福祉士
※初めての方でも、気軽にお問合せください。
○介護職員基礎研修又は養成研修１級もしくは2級の修了者
運転免許証の有無は問いません。
○介護職員初任者研修又は実務者研修修了者

老人デイサービスセンター
看護職員募集
デイサービスセンターでは、看護職員を
募集します。
資格を生かし、みなさんと笑顔で仕事を
しませんか。

資
格
業務内容

看護師又は准看護師免許を所有している方
バイタルサイン測定、健康観察、集団体操指導、与薬、
身体介護等
時
給 1,500円
勤 務 日 月曜日〜土曜日、祝日のうち月8〜9日
時
間 9:15〜16:45、9:15〜13:45、13:45〜16:45のいずれか
※勤務日及び勤務時間については、ローテーションとなります。
問合せ TEL 048-589-0591

愛犬とアニマルセラピー活動をしませんか！
目
的 アニマルセラピーの啓発と担い手の確保
参加費無料
開 催 日 5月25日（土）13時〜16時
場
所 熊谷さくら運動公園施設管理事務所会議室
（熊谷市小島157-1）
対 象 者 アニマルセラピーに興味がある方
※今回は、飼い主様のみ参加ください。
内
容 ・動物介在活動とセラピードックについて
・ドックトレーニング、子どもサポート教室、
活動説明と体験談等
募集人数 30人（要申込）
申込期限 5月19日（日）
申 込 等 アニマルセラピーボランティア「いずみ」担当 中里 TEL 080-3009-3127

熊谷支所 TEL 048-521-2735

大里支所 TEL 0493-39-0471

移転

のお知らせ

埼玉県立熊谷点字図書館
平成31年4月より下記住所に移転になり
ました。
〒360-0031 埼玉県熊谷市末広3-9-1
埼玉県熊谷地方庁舎3階
TEL 048-525-0777 FAX 048-527-4023

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

くまがや社協だより

成年後見制度とは、認知症や障がいなどにより、判断能

バザー用品を募集しています！

力が十分でない方の権利を守る制度です。熊谷市成年後見
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第 28 回 熊谷ふれあい広場
開設 熊谷市成年後見センター
《障がい者団体と市民の交流の広場》を開催します

引

平成２９年（２０１
７）７月

日時

１０ 月 ２８ 日（土）
１０：００ ～１４：３０

ガイドヘルプ養成講座
〈小雨決行・荒天中止〉

会場 熊谷スポーツ文化公園内
参加者募集
東第２多目的広場

日 時 5月17日（金） 13：00~16：00
センターでは、皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らし
熊谷ふれあい広場当日、民生委員・児童委員協議会のご協力により「福祉バザー」を実施します。
場 所 市立コミュニティセンター

社協では、販売するバザー用品の寄附を、以下のとおり募集しております。
続けるために必要な支援や制度の利用等の相談に対応しま
第1集会室（熊谷市本町1-9-1）

す。
算お預かりできる品物：日用雑貨、食器類、バック・靴・衣類などで未使用のものに限らせていただきます。
内 容 視覚障がい者とガイドヘルプを学ぶ

※食料品、古着やカセットコンロなどの火気を伴うものはご遠慮ください。
たとえば、このようなとき・・・
対 象 ガイドヘルプボランティアに関心がある
算募集期間：７月３日（月）～１０月１３日（金）
・認知症が進行している一人暮らしの母親がいる。預貯金
管理や消費者被害が心配・・。

方（経験・未経験は問いません）

参加費 無料
《問合せ及び受入先》
・最近、物忘れが多くなった。身寄りもなく、財産管理な
定 員 20名（希望者多数の
○熊谷市社会福祉協議会 事務局・妻沼支所（妻沼行政センター２階）
☎ 0485882345
どこれからの生活が不安・・。
場合は抽選） ☎ 0493○熊谷支所（市立コミュニティセンター１階）☎ 0485212735 ○大里支所（大里行政センター１階）
390471
・親亡き後の障がいのある子どもの生活が心配・・。
締
切
4月26日（金）
○江南支所（江南行政センター１階）☎ 0485367310 ○お近くの民生委員・児童委員
まずはお電話ください。（相談無料）
申込み ボランティアセンター
開設場所 熊谷市社会福祉協議会熊谷支所
TEL 048-525-8745
②訪問介護員（登録ヘルパー）
熊谷市本町1丁目9番地1 市立コミュニティセンター内
（平日8:30~17:15）
【時給】1,
200円：別途、
移動手当、
土曜・祝日手当、
時間外手
取扱時間 平日 8：30～17：15
当、介護職員処遇改善加算を支給します。
その他、
内部
①訪問介護サービス提供責任者
（常勤嘱託職員）
研修
・
ケアカ
ンフ
ァ
レンス出席時に手当を支給します。
専門相談 月2回（第2、第4木曜日）13：00～16：00
【月給】177,
700円
【待遇】有給休暇、資格手当 1,
000円（介護福祉士）
問合せ
TEL 048-521-2735
【待遇】社会保険完備、
有給休暇、
退職金制度あり
【時間】月～土 8
：00～ 19
：00の間で要相談
【時間】月～土（週 5日シフトによる）8
：30～ 17
：15
（週 1回、1時間から相談を受け付けております。）
子育てに迷ったり悩んだりしたそんな時…
（初めての方でも丁寧に指導させていただきます。
）
（初めての方でも丁寧に指導させていただきます。
）

訪問介護職員の募集！

子育て応援相談事業

問合せ 熊谷介護事業所
熊谷市本町１－９－１
ファミリー
・サポート・センター講座

日

時

会

場

5月15日（水）

参加者
一人で頑張りすぎないで！ゆっくりお話ししま
市立コミュニティセンター内 ＴＥＬ０４８ー５２３ー９９４４
募集
しょう！

10：00～12：00		

市立コミュニティセンター
第1集会室
ファ
ミサポ講座（第２回）

対象者

●地域での子育て支援に興味のある方、ファミリー

ほんの少しのことがきっかけで…
前向きになれたりスッキリしたり♡
あなたとあなたの家族を応援します！

夏休みこども点字体験
夏
休みこども点字体験 教室

○日 時 ８月２日（水）１０
：００～１２
：００
○場
所
埼玉県立熊谷点字図書館
対 象 市内在住で、就学前のお子さんがいる家庭
○日 時 ●ファミリー・サポート・センター援助会員、両方
① ７月２
７日（木）10
：00～ 12
：00
○内 容 視覚障がい者の方のお話・点字図書館の見学
②１０月１
８日（水）10
：00～ 12
：00
内 容 子育てサポーターが家庭を訪問し相談を行
会員
点字の名刺づくりに挑戦
○会 場 市立コミュニティセンター 第１集会室
います。
内 容 ●ファミリー・サポート・センター概要
○対 象 小学４年生～中学生及び保護者
○定 員 ①、②とも各３０名（既会員及び未登録者合せて）
１回の訪問は２時間程度です。
○募集人数 ２０名（先着順）
●意見交換等				
○内 容 ①防災について
○参加費
料
料 金無 無料
定 員 先着30名				
②インフルエンザ予防及び罹患時の対処方法
○申込み
F
A
Xまたは
Eメールで、参加希望者名（ふり
問合せ
ファミリー・サポート・センター
申込み 5月8日㈬までに電話でお申込みください
○締切日
①７月１４日（金） ②１
０月６日（金）
がな）・学年・住所・電話番号を記入の上、
TEL 048-521-0999（平日8：30～17：15）
○対象者 ファミリー・サポート・センター
鴨ファミサポの援助会員・両方会員
７月２５日（火）までに下記へ。
Ｅ-mail : k-sisyo@kumagaya-shakyo.jp
TEL
048-521-0999（平日8：30～17：15）
鴨子育ての援助ができる方、
ファミサポに関
○申込み先、問合せ
※子育てサポーターは、保健師、看護師、保育士、
心のある方
※援助会員を募集しています。空いている時間で子育てに
埼玉県立 熊谷点字図書館 熊谷市上之 20262
○申込み
電話でお申込みください。
（先着順）
ＴＥＬ教員、家庭教育アドバイザー等の資格を有する方
０４８
（５２５）
０７７７ ＦＡＸ ０４８
（５２７）
４０２３
ご協力いただける方、是非この機会に参加してみません
Ｅメール
kumat
en@kuh.
bi
gl
obe.
ne.
j
p
です。子育てサポーター募集中です。
か。
（平日 8
：30～17
：15）

害害 ファミリー・サポート・センター
害害
・サポート・センター事業に関心のある方
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