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「地域の宝物」を探し
「地域で支え合い生活できる地域づくり」

お互いさま
の

地域を
目指し

教えて
ください

生活支援コーディネーターと
一緒につくりましょう。

「地域の課題や良いところ」

こんな活動をしています
令和元年10月26日（土）第30回熊谷ふれあい広場の会場内ブースにおい
て、生活支援コーディネーター＆認知症地域支援推進員合同で、高齢者の居場
所づくりをテーマとした高齢者サロン疑似体験「いきいき茶ろん」を開催。体
操、脳トレ、思い出話などを盛り込んだゲーム「すごろくトーキング」を楽し
く体験していただきました。
地域のみなさんが、お互いに支え上手・支えられ
上手となり助け合いの輪を広げ、住みやすい地域
を一緒に考えつくって行きましょう。

問合せ
熊谷支所

主な記事
の
内容

熊谷市本町1-9-1 TEL048-521-2735

新年のごあいさつ、寄附報告、令和元年度埼玉県社会福祉大会顕彰
福祉の心を育む交流事業、子育てサロンのお知らせ、思い出のランドセルギフト
第30回熊谷ふれあい広場の報告
福祉協力校だより
P6 令和元年度熊谷市社協特別会員のご紹介
ファミサポ講座参加者募集、令和元年度会員会費募集結果報告、老人福祉セン
ターからのお知らせ
災害ボランティア派遣報告、災害ボランティア募集
P8
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
P9
P10 成年後見セミナー、介護職員募集
P2
P3
P4
P5
P7

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、厚く御礼申し上げます。
近年、日本各地で大きな自然災害が発生しておりますが、昨年も台風の影響などにより、各地で甚大な被害が発生い
たしました。特に台風第15号の暴風雨により電力供給がストップした千葉県では、復旧に時間を要する中、県社協から
の要請を受けて「君津市災害ボランティアセンター」の運営支援のため、当協議会から職員を派遣いたしました。
次いで、台風第19号が襲来、日本全国に豪雨をもたらしました。ここ熊谷市でも、市内全域に避難勧告が発せられ、
避難所に多くの方が殺到するなど、図らずも貴重な教訓を得る機会となりました。
台風第19号により、埼玉県内でも多くの河川が氾濫し、2人の方がお亡くなりになったほか、お隣の東松山市では都幾
川等の3河川が決壊し、住宅浸水の被害により多くの方々が今もなお、不自由な生活を強いられております。当協議会で
も「東松山市災害ボランティアセンター」の運営支援のため職員を派遣するほか、今後、熊谷市が被災した場合の当市
災害ボランティアセンターの円滑な運営に資するため、職員が災害ボランティアとして参加をし、被災者を支援いたし
ました。職員それぞれがこの体験を通して、災害に対する認識を新たにし、有事における自らの果たすべき役割を再確
認したところですので、今後の活動に活かしてまいりたいと考えております。
さて、「人生100年時代」と言われて久しいですが、高齢者人口の増加が続く中、判断能力の低下した方が増えている
ことに対応した取組として、当協議会では、昨年4月、「熊谷市成年後見センター」を開設いたしました。
各界の専門的知識を持った運営委員の皆様からの貴重なご意見をいただきながら、内容充実に努め、「市民後見人」
の育成にも取り組んでいるところでございます。
また、昨年度末、熊谷市と協働して策定した「第3次地域福祉計画・地域福祉活動計画」は、今年度
が施行初年度となります。進捗状況を検証の上、引き続き地域の皆様とともに各種事業にしっかり取り
組んでいくことで、計画の基本理念であります「一人ひとりが安心して暮らせる福祉のまち」の実現に
向けて、着実な一歩を進めてまいりたいと考えております。そのため、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、重ねてお願い申し上げます。
結びに、新しい年が、皆様にとりまして、希望に満ちた幸多い、輝かしい年となりますよう、心から
ご祈念申し上げ、新年のあいさつといたします。

あたたかい心のご寄附をいただきました

令和元年度「埼玉県社会福祉大会」

令和元年9月1日～11月30日

●株式会社 夢グループ
●健康体操 はなみずき
●キルトスタジオ絹
大久保 絹江
●電気保安法人
有限会社 石川電気
●古郡ホーム株式会社
くまのこみち
●井出 孝一 様

様
様

17,076円
3,000円

様

75,215円

様

20,000円

様

51,139円
お米120kg

熊谷支所 TEL 048-521-2735

大里支所 TEL 0493-39-0471

令和元年11月28日㈭、さいたま市文化センタ
ーにて、埼玉県社会福祉大会が開催され、埼玉
県の社会福祉の発展に功績の
あった方々が表彰されました。
埼玉県共同募金会会長表彰
妻沼地区仏教会 様
（歳末托鉢協力者御一同 様）
妻沼支所 TEL 048-588-2888

江南支所 TEL 048-536-7310
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交流事業

令和元年度

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。

大麻生小学校：上川原んち

参加校

ソーラン節の発表

26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
・吉見小学校
・太田小学校

・石原小学校
・玉井小学校
・中条小学校
・籠原小学校
・市田小学校
・男沼小学校

・成田小学校
・久下小学校
・吉岡小学校
・新堀小学校
・秦小学校
・妻沼南小学校

熊谷南小学校：ルーエ

妻沼南小学校：社協デイ

参加施設

23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 ・クイーンズビラ
・ルーエ ・玉の緒 ・まごころの里
・のぞみの里 ・熊谷ホーム ・葵の園
・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

ソーラン節の発表

秦小学校：葵の園

子育てサロンの
お知らせ
日時

2月10日㈪

場所

江南勤労センター講習室

内容

手形・足形をとってみよう！

午前10時～11時30分

みなさまの参加をお待ちしています！
※準備の都合上、事前申込みをお願いします。
申込み・問合せ

江南支所

熊谷支所 TEL 048-521-2735

トランプ遊び

TEL 048-536-7310

大里支所 TEL 0493-39-0471

昔遊び

思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45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785個
の「思い出のランドセル」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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第30回
が開催されました。
去る10月26日（土）、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、熊
谷市ボランティア連絡会や立正大学の学生ボランティア等多くの協力をいただき、35の福祉
施設（団体）の参加のもと、物品等の販売や、アトラクション、ダンス、スタンプラリー、じ
ゃんけん大会などが催されました。
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。

◀ 松永社協会長

◀ 富岡市長

◀ 野澤市議会議長

会場のようす

･児童委員
民生委員
》
ザー報告
《 福祉バ
1,190点
数
円
出品
247,985
額
総
上
売
祉事業に

、地域福
売上金は
の
ー
ザ
バ
きます。
とうご
ていただ
活用させ
にありが
協力、誠
ご
の
ま
皆さ
た。
ざいまし

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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思いやりと豊かな心の育成

星宮小学校では、「体験的な活動を
通して、豊かな心、他人を思いやる心
の育成を図る」という福祉教育の目標を掲げています。一人ひとりが
生き生きと活躍できるような福祉活動を行い、地域の人々やお年寄り
との人間的なふれあいを通して、自己変容していくことを方針として
います。また、学校行事や学校公開の場で家庭や地域との連携を深めるとともに、保護者への「親の学
習」を実施して、子供とともに保護者も「思いやり」の心をはぐくむことを目指しています。
交流活動として、７月に行田市立星宮小学校との七夕交流会を行いました。また、４年生は地域の老
人ホーム（グリーンホーム）訪問やほしのみや保育園との交流会、心のバリアフリー教室を行う予定で
す。グリーンホーム訪問では、歌やダンスの披露等でお年寄りとふれあいます。心のバリアフリー教室
では車椅子や高齢者体験を行い、バリアフリーについて学習します。
体験的活動としては、星宮地区大運動会へ地域のお年寄りを招待しました。獅子舞鑑賞会で獅子舞を
見たり、３年生が獅子舞について教わったりもします。
地域連携の活動として、地域伝統文化の継承を目指し、まこもうま作りを親子レクで行いました。毎年
２月に行っている、まゆだま作りとあずきがゆ作りは、みんな楽しく参加する人気の行事です。
募金活動としては、図書JRC委員会が中心になってユニセフ募金や緑の募金、赤い羽根共同募金を行っ
ています。使用済み切手や書き損じはがきを集める取り組みも行い、児童が積極的に参加して、使用済
み切手やはがきが多く集まります。
こうした活動の様子を、学校だよりや学年だより、PTA新聞等を通
じて家庭や地域に適時伝えることにより、協働体制の構築や意識の高
揚を図っています。
これからも、家庭や地域の方々の力をお借りしながら、豊かな心、
他人を思いやる心の育成を目指していきたいです。

思いやる気持ち、感謝の気持ち

～地域交流を通して～

市田保育所は、のどかな環境の中、0歳児～5歳児の子どもたちがのびの
びと保育所生活を送っています。散歩に出かけた時や園庭で遊んでいる時
など、近所の方を見かけると自然と「こんにちは」と、挨拶のできる子どもたちです。隣接している市田
小学校とは、常に連携をとりながら子どもたちの安全を見守り、就学児への支援や交流を図っています。
おはなし会、コンサート、学生ボランティアの受け入れ等、一年を通して、様々な活動から地域の方との
交流も深めています。

※すばなし

おはなし会では、大型紙芝居や素話、布芝居の上演、会のメンバー
の方が優しく子どもたちに語りかけながら演じてくれます。想像力も
膨らみ、お話の世界へどんどんひき込まれていき、ほっとした気持ち
になれるひとときです。

すばなし

※ 素話…絵本や紙芝居などを使わずに話すこと。

また、コンサートでは、卒園児さんのファミリーによるアコーディオ
ン演奏、大里ハーモニカ同好会の皆さんによる童謡コンサート、大里中学校音楽部の生徒さんによるミュ
ージカルなど、一緒にふれあいながら楽しみます。アコーディオンやベースギターの伴奏でダンスをした
り、イントロクイズを楽しんだり、見慣れない楽器に、「難しそうだけどやってみたいね」と、子どもた
ちの興味関心も広がります。
そして、子どもたちも毎年楽しみにしている学生ボランティアとのふれあい。夏休みに地域の中学
生、高校生を中心に受け入れています。始めは緊張して接していた学生も毎日かかわっていくうちに、
子どもたちの気持ちを理解しようとして優しく言葉をかけられるようになりました。保育の仕事を体験
したことで、思いやりの気持ちや人の役に立とうとする意欲も育まれたことと思います。
世代を超えて地域の方とのふれあいが、子どもたちにとって大切な経験となり、一緒に遊んだり、話を
したり、優しく接してもらう中で相手の温かさを感じ、親しみや信頼の気持ちが生まれ、子どもたち自らか
かわろうとする姿が見られました。今後も地域の方に感謝し、心温まる交流を続け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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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―

令和元年11月末現在（敬称略・順不同）
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
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
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
医療法人 弥生会 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
老人ホームハートワン／デイサービスハートワン
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
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 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
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務所
村岡茶楼
デイサービスほのか
株式会社 高橋医科器械店
熊谷福祉の里 クイーンズビラ
みたけ保育園
埼玉トヨペット 株式会社 熊谷肥塚支店
光陽社
かみのデイサービス
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

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
特定非営利活動法人 自立生活ｾﾝﾀｰ遊ＴＯピア
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
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 銀河
株式会社 ダスキンサーヴ北関東 ダスキンちちぶ
株式会社 リード
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
株式会社 消防設備
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
合同会社 重度訪問介護サービス つむぎ
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
社会医療法人 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
株式会社 井ノ瀬運送
グリーントラベル 秋山 賢治
株式会社 ヘリテイジリゾート
株式会社 タカネ風土四季の湯温泉
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
株式会社 小嶋衛生社熊谷営業所
株式会社 春日井
熊谷産業 株式会社
デイサービス心音
スマイルケアセンター
新和機設 株式会社
太陽福祉用具サービス 有限会社
ティーシートレーディング 株式会社
株式会社 エミール介護センター老人ホーム五合苑
ケアハウス 神根苑

埼玉縣信用金庫 総務グループ

リンテック株式会社 熊谷工場

大里支所 TEL 0493-39-0471

株式会社 ひろせの森
Knet 株式会社
戸井田会計事務所
株式会社 熊谷紙業
有限会社 内田運送
株式会社 福田商店
宗教法人 真光寺
有限会社 江南電気
鎌塚自動車 株式会社
山光化学 株式会社
大塚硝子建材 株式会社
セブンイレブン 埼玉江南店
おおぬま愛の家
株式会社 コバヤシ
有限会社 大久保電気
宗教法人 保泉寺
株式会社 協和テクニカ
株式会社 マツモト設備
野口商店
松岩寺幼稚園
宗教法人 寶幢寺
宗教法人 宝光寺
宗教法人 常安寺
宗教法人 釈迦寺
有限会社 川本清掃社 江南支店
有限会社 深沢製作所
株式会社 ミトヨホースパイプ事業部
宗教法人 普門寺
K ファミリー千代
株式会社 タクマテクノス
児童養護施設 江南
株式会社 太平洋クラブ 江南
新栄工業 株式会社
仁平歯科医院
埼玉縣信用金庫 江南支店
マツダオートザム 江南店
仁和会 埼玉江南病院
株式会社 オキナヤ 熊谷本店
株式会社 いなげや 大里江南店
ドラックセイムス 江南店
株式会社 橋亀建設
ダイアナデイサービスセンター
株式会社 根本製作所
特別養護老人ホーム 虹の郷
ブルーバードホーム 江南愛の家
江南会 障害者支援施設熊谷
宗教法人 文殊寺
有限会社 ヘルパーステーション
株式会社 エコ防災設備
株式会社 博文社
有限会社 柴田製作所
宗教法人 浄安寺
江南ゴルフクラブ
松本医院
江南工業 株式会社
富士電子 株式会社
宗教法人 静簡院
江南クレーン教習所
NPO 法人 熊谷市身体障害者福祉会
社会福祉法人 熊谷礎福祉会 ララク遊
サンシティ熊谷
株式会社 ヴァレオジャパン
能美防災 メヌマ工場
関根石油
根岸 友憲
前澤化成工業株式会社

妻沼支所 TEL 048-588-2888

ご協力ありがとう
ございました。

江南支所 TEL 048-536-7310

くまがや社協だより
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ファミサポ講座

令和元年度 社協会員会費募集結果報告

参加者募集

令和元年7月から9月までの3か月間、社協会費の募集推進
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、

手袋・軍手で指人形製作
日

時

2月19日（水）10:00~12:00

場

所

市立商工会館

講

師

絵本専門店店長、絵本作家

定

員

先着30名

対象者

令和2年（2020）1月

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

3階3号室

育て応援相談事業など、地域

老川真弓氏

福祉推進のため活用させてい

2月12日（水）締切り

たきます。

ファミサポ援助会員・両方会員
子育ての援助ができる方、ファミサポに関心
のある方

費

用

地区別
合計

電話でお申し込みください。

500円（材料費）講座当日ご持参ください。
熊谷地区

講座の様子

問合せ

熊谷市ファミリー・サポート・センター
熊谷市本町1-9-1市立コミュニティセンター内

会費実績

普通会員 賛助会員 特別会員
（口数） （口数） （口数）

会費
（円）

中央

7,764

1,837,868

東部

9,568

2,107,100
33,265

2

125

西部

13,126

南部

5,729

1,525,850

北部

12,532

2,647,810

2,473,040

大里地区

2,549

2,296

20

3

723,800

妻沼地区

8,424

5,423

48

37

1,859,900

江南地区

3,587

2,865

18

69

1,222,500

7

35,000

市

TEL 048-521-0999

合

老人福祉センターから

令和元年11月末現在

令和元年度

外
計

7
63,286

43,849

88

241 14,467,868

イベント開催のお知らせ
の
ための

『相続おしかけ講座』

将来、家族に負担をかけないための『相続ココだけの話』
別府荘

２月20日㈭

各老人福祉センターでは、団体利用者を対象と
したマイクロバスによる無料送迎サービスを行っ
ております。
新年会・総会等に是非ご活用ください。
問合せ先

14:00〜15:00

※飲酒運転は犯罪です。絶対にしないでください。
※施設の利用及びバスの予約は、利用の3か月前から可能です。
※詳しくは、各施設に問合せください。

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
江 南 荘：千代118-1

☎048-588-2600
☎048-536-5600

申込みは、電話または直接熊谷市福祉協議会事務局
TEL 048-588-2345（熊谷市弥藤吾2450）へ
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

災害ボランティア
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令和2年（2020）1月

派遣報告

このたびの災害で被災された方々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申し上げます。

台風15号による災害ボランティアセンター運営支援（千葉県君津市）
台風15号により被災した千葉県君津市に、埼玉県社協の要請を受
け、災害ボランティアセンターの運営支援として、第5クール（10月2
日〜6日）と第7クール（10月8日〜11日）に職員を派遣しました。
「風害」による被害で、屋根のブルーシート張りのニーズが多
く、専門性が高いボランティアが求められていました。高所で危険
を伴う活動であり、これまでの災害ボランティアセンターとは異な
る運営の仕方であったため、大変いい経験になりました。

台風19号による災害ボランティアセンター運営支援（東松山市）
台風19号により被災した東松山市に、埼玉県社協の要請を受け、
災害ボランティアセンターの運営支援として、
第1クール（10月18日〜20日）と第2クール（10月
21日〜23日）に職員を派遣しました。
「水害」による被害で、汚泥の掻き出し、水
没した電化製品、畳など災害ゴミの運搬など多
くのニーズがあり、まだまだボランティアが必要な状態でした。
派遣期間中にボランティアの募集範囲が拡大されるなど、日々変化する災害
ボランティアセンターの運営支援は、学ぶことが多く、この経験を当市センタ
ーの運営に役立てたいと感じました。

登録者
募集！

災害ボランティア募集
熊谷市災害ボランティア

〜15歳以上

個人・団体（会社・グループ）〜

各地で台風等による災害が発生しています。熊谷市では災害発
生時、様々なニーズに対応するためのボランティアを募集してい
ます。有事の際に、あなたのチカラを貸してください。
※詳細は右記のQRコードからHPをご覧ください。
http://www.kumagaya-shakyo.jp/bosyu/20140207.html

ボランティア保険

ススメ

加入の

ボランティア活動される方（被災地含む）は、ボランティア活動保険にご加入く
ださい。
居住地域の社協で加入された場合は、被災地への往路から保険が適用されます。
基本タイプ
天災タイプ

A 350 円
天災 A 500 円

B 510 円
天災 B 710 円

※AとBは保障金額に差があります。天災タイプは、基本タイプ+地震・噴火・津波

※大規模災害特例が適用された災害は、WEBより加入もできます。（右記QRコードも可）
WEBサイト URL：https://www.saigaivc.com/insurance/
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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申込み・問合せ
ボランティアセンター TEL 048-525-8745
メール k-volun@kumagaya-shakyo.jp

ボランティアセンターだより
祝 2020！

新年、新しいこと始めよう！

右記のQRコードから
メール可

受講者募集！

傾聴ボランティアグループの体験談をうかがいながら、聴き上手・話し上手になるコツを学び
ませんか。自分の魅力を知ってコミュニケーションスキルをアップさせるチャンス♪

傾聴ボランティア入門講座

傾聴ボランティア中級講座

日時 1月31日㈮ 13時半〜16時
募集対象 ・傾聴ボランティアに興味のある方
・これから活動
を始めたい方
定員 先着30名

参加費

無料

日時

2月14日㈮ 28日㈮の
2日間 13時半~15時半
講師 埼玉カウンセリングセ
ンター 高倉 恵子氏
募集対象 すでに傾聴ボランティアグループに属し
ている方のスキルアップ、入門編修了者
定員 先着40名

場所 市立コミュニティセンター（本町1-9-1）
※駐車場はコミュニティ広場（本町2丁目）をご利用ください。

開催報告
秋の2大子育て講座

友愛電話交流会

10月31日（木）市立商工会館大ホールにて、
①子どもの発達障害について（午前）
②子育てと国際交流について（午後）
の講座を開催したところ、小さなお子さん連れを
含む総勢80名の方が受講しました。
子どもをほめる事・環境を整えてあげる事の大
切さを学んでいただき、今までの子育てを振り返
るよい機会になりました。

11月12日（火）老人福祉センター上之荘にて、
友愛電話利用者60名をお招きし、ボランティアや
高校生約50名がおもてなしを行う交流会を開催し
ました。音楽グループ「ゆう」による、和太鼓の力
強い演奏や音
楽に会場は大
いに盛り上が
りました。お
いしい食事に
皆さんとの会
話も弾み、と
ても楽しいひ
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

ねぎぼうず

平成14年より活動を行っているボランティアグループです。
就労継続支援B型事業所「ひなたぼっこ」のバザー販売品の作成と簡単な
修繕、市内特養での車いす磨き作業のお手伝いなどが主な活動です。
現在、車いす磨きのお手伝いができる会員を募集中です。
関心のある方は、ボランティアセンターにご連絡ください。
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

くまがや社協だより

第 28 回

熊谷ふれあい広場

介護職員

引

平成２９年（２０１
７）７月
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日時

１０ 月 ２８ 日（土）

❷訪問介護員（登録ヘルパー）
１０：００ ～１４：３０
時給 1,200円 別に、移動手当、土曜・祝日手当、
〈小雨決行・荒天中止〉
時間外手当、介護職員処遇改善加算を支給しま
《障がい者団体と市民の交流の広場》を開催します
会場 熊谷スポーツ文化公園内
❶訪問介護サービス提供責任者（非常勤嘱託職員）
す。その他、内部研修・ケアカンファレンス出
東第２多目的広場
バザー用品を募集しています！
月給
規定による
席時に手当を支給します。
待遇 社会保険完備、有給休暇
待遇 有給休暇、資格手当1,000円（介護福祉士）
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。
時間
月曜日〜土曜日8:30〜17:15の間（週4日30時
時間 月曜日〜土曜日8:00〜19:00の間（週1日1時間か
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。
間、シフト相談可）
らでも可）

募集

※初めての方でも気軽にお問合せください。
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。
❶については、介護福祉士の資格を有する方
※運転免許証の有無は問いません。
※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。
❷については、次のいずれかの資格を有する方
算募集期間：７月３日
（月）～１０月１３日（金）
・介護福祉士
問合せ 熊谷介護事業所 熊谷市本町1-9-1
・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
市立コミュニティセンター内
《問合せ及び受入先》
・介護職員初任者研修又は実務者研修修了者
TEL 048-523-9944
○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

○熊谷支所（市立コミュニティセンター１階）☎ 0485212735
ホームヘルパーは
宅で暮らす要介護者の日

を作っていけます。
○大里支所（大里行政センター１階）☎ 0493390471
【生活援助】
○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
常生活の援助を行う介護
掃除、洗濯、調理、買物などの家事の援助や薬の受け
何をする仕事？
スタッフです。決められ 取り。身体に直接触れない範囲の身の回りのお世話。
②訪問介護員（登録ヘルパー）
た時間に訪問し、必要な介護サービスを行います。
【身体介護】
,
200円：別途、
移動手当、
土曜・祝日手当、
時間外手
利用者の自宅を訪ねるため、おのずと「個別ケア」にな【時給】1
排せつ、食事、着替え介助、入浴など、身体に直接触
当、
介護職員処遇改善加算を支給します。
その他、
内部
ります。その人らしさを大切にしたオーダーメイドのケア れて行う介助とそれに伴う準備や片付け。
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。
【月給】177,
70
0円
登録ヘルパーであれば、自分のスタイルに合わせて短時間単位で働くこともできます。
【待遇】有給休暇、資格手当 1,
000円（介護福祉士）
【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。）
社協老人デイサービスセンター
（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。
）
お笑い芸人と学ぶ
介護職員及び運転手
ホームヘルパーは、自

訪問介護職員の募集！

募集

成年後見セミナー
身体・入浴・食事介助、レクリエーショ
ン活動、炊飯・盛り付け 等
すこし難しそうな「成年後見制
資
格 介護福祉士 （第２回）
度」を、お笑い芸人と一緒に楽し
月
給 規定による
くわかりやすく学びましょう。
○日
時 ８月２日（水）１
０：００～１
２：００
遇 社会保険完備、夏季・年末年始及び有給
害害 待
ファミリー・サポート・センター
害害
日
時
2月1日㈯
○場
所
埼玉県立熊谷点字図書館
休暇、交通費支給
○日 時 ① ７月２
７日
（木）10
：00～ 12
：00
13時〜15時30分
○内 容 視覚障がい者の方のお話
・点字図書館の見学
時②１０月１
間 ８日
月曜日〜土曜日
（水）10
：00～8：00〜17：45の間
12
：00
点字の名刺づく
りに挑戦
（週5日
38.75時間）
場
所
大里生涯学習センター
○会 場 市立コミュニティセンター 第１集会室
○対 象 「あすねっと」文化ホー
小学４年生～中学生及び保護者
○定 員 業務内容
①、②とも各３
０名（既会員及び未登録者合せて）
ハイエース型リフト車にて、施設と利用
０名（先着順）
○募集人数 ２
ル（熊谷市津田1-1）
○内 容 ①防災について
者宅への送迎等
○参加費
無
料 ②成年後見笑百科 ③個別相談会
内 容 ①講演
資②インフルエンザ予防及び罹患時の対処方法
格 普通自動車第一種自動車免許取得者
○申込み F
AXまたは Eメールで、参加希望者名（ふり
人 数 300人
金 ４日
時給1,163円
○締切日 賃①７月１
（金） ②１
０月６日（金）
がな）・学年・住所・電話番号を記入の上、
費 用 無料
遇
有給休暇
○対象者 待鴨ファ
ミサポの援助会員
・両方会員
７月２５日（火）までに下記へ。
時鴨子育ての援助ができる方、
間 月曜日〜土曜日 8：00〜9：30、16：
申込み 電話またはFAXで申込みください。
ファミサポに関
○申込み先、問合せ
15〜17：45の間（月17〜18日程度）
心のある方
締切り 1月17日㈮
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）
申込・問合せ
熊谷市成年後見センター
（熊谷支所内）
Ｔ
ＥＬ０４８
（５２５）
０７７７ ＦＡＸ ０４８
（５２
７）
４０２３
問合せ 熊谷市社会福祉協議会事務局
Ｅメール kumat
en@k
uh.
bi
gl
obe.
ne.
j
p 048-523-6898
TEL
048-521-2735
FAX
（平日 8
：30～17
：15）
TEL048崖521崖0999
熊谷市弥藤吾2450番地 TEL 048-588-2345
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

通所介護職員
（常勤嘱託職員）

業務内容

ファミサポ講座

ＴＥＬ０４８ー５２３ー９９４４

夏休みこども点字体験
夏
休みこども点字体験 教室

運転手（臨時職員）

問合せ 熊谷市社会福祉協議会 緯 048
（588）2345廠 FAX 048
（588）2815

