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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。

令和2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
●成年後見制度に関する事業
●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
●思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。

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。

くまがや在宅福祉
家事援助サービス
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

子ども達が高齢者を敬う心と、感

車いすや、福祉体験等で必要な用
具を貸し出します。
【貸出備品】
・車いす ・アイマスク ・白杖
・高齢者疑似体験セット ・ボッチャ
・点字盤等

謝する心を深めるために市内の小学

市内在住の障がい者及び65歳以上の
単身高齢者の安否の確認や、生活上の
孤立を解消し、地域の輪を築きます。
友愛訪問、友愛電話、友愛通信、友
愛交流会を実施しています。

福祉サービス利用援助事業

ボランティアセンター事業

熊谷支所 TEL 048-521-2735

市内の会場に展示します。

会長賞

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。

4年生を対象にポスターを募集し、

ボランティアに関する相談や、ボ

子育て応援相談事業
子育て中の家庭に訪問し、子育て

ランティアグループの立ち上げ及び

に関する相談に応じます。

運営上の相談を行っています。夏の

【対象者】

ボランティア体験事業やボランティ

・市内在住の方

ア養成講座を開催し、ボランティア

・6歳未満の未就学児がいる家庭

の育成とスキルアップを図っていま

で子育てに

す。

不安や悩み

大里支所 TEL 0493-39-0471

のある方

妻沼支所 TEL 048-588-2888

江南支所 TEL 048-536-7310
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令和元年度共同募金運動（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〜
令和元年度募金実績
赤い羽根（円） 歳末たすけあい（円）

地区別合計
熊谷地区

中

央

1,924,183

840,745

東

部

2,735,240

1,000,280

西

部

3,107,880

1,350,415

南

部

1,936,721

718,470

北

部

1,296,130

里

地

区

735,700

267,500

妻

沼

地

区

1,851,550

815,574

江

南

地

区

1,010,190

412,070

街頭募金

子育てサロン

3,311,028

大

617,012

学校募金

271,086

職域募金（バッジ ･ クオカード・募金・募金箱 )

1,566,201

法人募金・個人大口
合

いきい き サ ロ ン

令和2年2月末現在

計

492,807

836,342

19,559,598

7,537,526

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。
ー ご協力ありがとうございました ー （敬称略・順不同）
熊谷商工会議所
株式会社武州養蜂園
株式会社ヒカリ
松本米穀精麦株式会社
吉見商事株式会社
熊谷東ロータリークラブ
熊谷外科病院
秩父鉄道株式会社
熊谷南ロータリークラブ
熊谷通運株式会社
高崎ターミナルビル株式会社
リンテック株式会社熊谷工場
太平洋マテリアル株式会社熊谷工場
株式会社国分商会
埼玉トヨペット株式会社

株式会社協同バス
熊谷西ロータリークラブ
関東建設工業株式会社
熊谷市建設業協会
公益財団法人 西熊谷病院
熊谷遊技業組合
熊谷ロータリークラブ
熊谷金融連絡会
株式会社八木橋
株式会社三興社印刷所
埼玉慈恵病院
株式会社平松
株式会社玉章堂
松坂屋建材株式会社
下妻液化ガス株式会社

日本山村硝子株式会社埼玉工場
青木精機工業株式会社
株式会社オリケイ
日東富士製粉株式会社埼玉工場
かごはら自動車学校
くぼじまクリニック
公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉北支部
JFE 建材 株式会社
オリエンタルメタル株式会社熊谷工場
大橋化学工業株式会社熊谷工場
熊谷籠原ロータリークラブ
有限会社すすきの
株式会社馬車道

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。

日本赤十字社

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

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
熊谷支所 TEL 048-521-2735

医療事業
国内災害救護

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

大里支所 TEL 0493-39-0471

等

妻沼支所 TEL 048-588-2888

江南支所 TEL 048-536-7310
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令和元年度

2月1日（土）に大里
生涯学習センター「あ
すねっと」文化ホール

成年後見セミナー

において、「お笑い芸
人と学ぶ成年後見セミ

を開催しました！

ナー」を、弁護士、社会
福祉士、精神保健福祉士
が登壇し、よしもと芸
人（「天狗」、「ぺんとはうす」）とパネルディス
カッションで楽しく、わかりやすく学びました。
最後は○×クイズで会場も盛り上がり、参加者か
らは『楽しく学べた』『事例がわかりやすくイメー
ジしやすかった』『困ったときは相談できる場所が
ある』などの感想がありました。

ひとりで悩まずに一緒に考えましょう！

将来の相続問題、日常の金銭管理など
心配ごとは「熊谷市成年後見センター」へ
ご相談ください。

熊谷市成年後見センター（熊谷支所内）
熊谷市本町1ー9ー1

TEL048ー521ー2735

精神保健福祉士
永井 栄子氏

社会福祉士
白石 浩実氏

専門相談
毎月第2、4木曜日 13：00〜16：00（要連絡）

令和元年12月1日〜令和2年2月29日

ありがとうございました

日栄電機㈱ 影近健太郎社長

社協松永会長

令和元年度熊谷市社協特別会員の追加報告

熊谷支所 TEL 048-521-2735

〇日栄電機株式会社 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
〇ドリームこうなん 様
〇電気保安法人 有限会社石川電気 様
〇塩田榮助様のご遺族 様
〇明治安田生命保険（相）熊谷支社 様

株式会社ヤマキ

大里支所 TEL 0493-39-0471

MSD株式会社

1,000,000円
80,607円
51,091円
32,481円
37,487円
57,532円
26,624円
37,941円
33,460円
89,075円
20,000円
書籍305冊
タオル一式

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
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老人福祉センターからのお知らせ
ご利用案内

事業報告

市内の各老人福祉センターの利用には、利用証の

2月6日に、老人福祉センター

提示が必要です。利用証は各老人福祉センター、長

江南荘で、2月20日に、老人福

寿いきがい課、各行政センター福祉係で申請できま

祉センター別府荘で埼玉県行政書士協会の講師によ

す。

る空き家予防のための『相続おしかけ講座』が開

スタッフ一同心よりお待ちしております。

催されました。「自分に何かがあったとき…」「認

※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。

知症になったとき…」家族に負担をかけないために
『今できること』についてのお話に、利用者の皆さ
んが真剣に聞き入っていました。

施設利用料
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

別 府 荘：西別府583-1 ☎048-532-2020
上 之 荘：上之3022-1 ☎048-525-6964

問合せ先

ひかわ荘：弥藤吾1755 ☎048-588-2600
江 南 荘：千代118-1 ☎048-536-5600

生活支援コーディネーター近況報告
三尻中部地区

中岡楽々健康体操

「第4回 地域づくり座談会」

「地域づくり勉強会」

1月22日(水)

会場：三尻中部集落センター

みんな笑顔のまちづくり
考えよう！今、一人ひとりができること

地域の困りごと・課題をあげ、地域で｢出来るこ
と・出来ないこと｣ ｢至急・ゆっく

2月18日(火)

会場：中岡集会所（妻沼）

みんなで地域を考えよう

❶DVD鑑賞
「自分らしくいつまでも」「支えあいのまちづくり」
❷グループワーク

り｣で良いのかをグループで話し合

DVDを見た感想、地域で困っている・気になってい

い分類してみました。

ること等を話し合いました。

一人ひとりで
きることを役割

「免許証返納→困る」

とした「支えあ

などの声がありまし

いの地域」を

た。

目指していきま
す。

主役はみなさんです

熊谷支所 TEL 048-521-2735

「近所での声かけが必要」「今はいいが先が心配」

※次回、勉強会につな
いでいきます。

みなさんの「やってみたいこと」
「必要だよなと思ったこと」
地域に繋ぎ広めてみませんか？
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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デイサービスセンターの
について
朝、デイサービスに到着したら、看護師が体調の確認をしま
す。その後は入浴となります。全員入浴が終わったら、丁度お昼
ごはんの時間となるので、皆でお昼ご飯を食べます。お昼ご飯を
食べたら、その後はお昼寝となります。
午後は理学療法士が作成した個別のリハビリメニューを行いま
す。立ち上がり、屈伸、かかと上げなど、足腰が弱らないように
運動をします。その後、利用者全員で集団体操を行います。体操
が終わると、週替わりでゲームや製作などを行います。夕方にな
ると、おやつの時間となります。おやつはデイの職員が手作りで
作ったもので毎回、皆さんから大変喜ばれています。
その他、定期的にバラ、菖蒲、ネモフィラ、菊など咲いている
場所を見学に行ったりしながら、皆さんに一日健康で楽しく過ご
してもらえるようサービスを行っております。
見学は随時受付けておりますので、お気軽にお問合せください。
問合せ

社協老人デイサービスセンター

子育て応援
相談事業

道の駅

熊谷市弥藤吾1753

バラ見学

TEL 048-589-0591

子育てに迷ったり悩んだりしたそんな時は
一人で頑張りすぎないで ! ゆっくりお話ししましょう !

ほんの少しのことがきっかけで
前向きになれたり、すっきりしたり

対 象 市内在住で、就学前のお子さんがいる家庭
内 容 子育てサポーターが家庭を訪問し相談を行います
料 金 無料
申込み 熊谷支所 TEL 048-521-0999
E-mail:k-sisyo@kumagaya-shakyo.jp

あなたとあなたの家族を応援します !
※子育てサポーターは、保健師、看護師、保育士、教員、
家庭教育アドバイザー等の資格を有する方です。

子育てサポーター募集中！

不要入れ歯の回収報告

ペットキャップ回収報告

令和元年度の回収実績は、92個、
収益は108,765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。

ペットボトルのキャップ約4,300
個で1人分のワクチンとなります。
平成31年4月〜令和2年2月までの回
収実績は、以下のとおりです。
（ ）内は累計

個数

1,146,810個（7,342,495個）

ワクチン

283人分 （6,405人分）

Co2 削減効果

8,401kg

（ 54,232kg）

※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、認定NPO法人 世界の子ども
※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

朝の体操

にワクチンを日本委員会の
ホームページ https://www.jcv-jp.org/ を
ご覧ください。

大里支所 TEL 0493-39-0471

妻沼地区

募集 !
ふれあい弁当サービス
配達ボランティア
高齢者の方にお弁当を配達してくださる
ボランティアを募集しています。
活動日 水曜日（7〜8月は除く）
午前10:30〜12:00
活動範囲 妻沼地区
その他 普通自動車免許をお持ちの方で、
男女は問いません。
問合せ 熊谷市社会福祉協議会
妻沼支所
TEL 048-588-2888

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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熊谷市ボランティア連絡会

メンバー募集 !

出会いの春♪新しい活躍の場を探しているあなた、ボランティアを始めませんか。

ボランティアセンターでは、ボランティアをしたい方、ボランティアを頼みたい方の相談に応じて、活動の提案をしてい

ます。当センターの登録グループで結成される「熊谷市ボランティア連絡会」は、各グループの活動のほか、社協のさまざ
まな事業やイベントにご協力いただいています。

各グループの詳しい活動内容や様子は、
ホームページ（http://www.kumagaya-shakyo.jp/volunteer/05.html）
または、右記QRコードからご確認ください。

★お問合せはボランティアセンターまで
TEL 048-525-8745
メール：k-volun@kumagaya-shakyo.jp
No.

主な分野

グ

ル

ー

プ

名

1

全般

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、災害時の活動等

2

全般

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

3

高齢

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

4

高齢

給食ボランティア

5

高齢

ふれあい弁当サービス江南

【江南】単身高齢者、高齢者世帯等に週 1 回弁当（夕食）の配達、安否確認

6

高齢

ふれあい弁当サービス A

【妻沼】65 歳以上の単身高齢者の弁当作り ( 毎月第 2 水曜日）

7

高齢

ふれあい弁当サービス B

【妻沼】65 歳以上の単身高齢者の弁当作り（毎月第 3 水曜日）

8

高齢

ふれあい弁当サービス C

【妻沼】65 歳以上の単身高齢者の弁当作り（毎月第 4 水曜日）

9

高齢

ふれあい弁当サービス D

【妻沼】65 歳以上の単身高齢者の弁当作り（毎月第 1 水曜日）

10

高齢

妻沼福祉協力員会

愛心園でのシーツ交換、弁当配達

11

高齢

ゆずりは

施設で縫い物、納涼祭やイベントのお手伝い等

12

高齢

言の葉の会

高齢者施設等に訪問（手遊び、歌、紙芝居、絵本の読み聞かせ、朗読等）

ふれあいの会

活

動

内

容

【大里】配食サービス、大里ふれあいいきいきサロン支援

13

高齢・障がい 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、研修や介護等の情報交換

14

障がい・高齢 施設ボランティア

太陽の園、ながい寮等での手伝い

さくらんぼ

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）

15

障がい

ガイドヘルプ・とも

16

障がい

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

17

障がい

ねぎぼうず

18

精神障がい者通所施設のバザー品や販売品の製作、作業の手伝い、修理等

環境・障がい あかしあ友の会

あかしあ育成園で庭の除草、外回りの掃除等
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

19

子ども

学芸友の会

20

子ども

保育ボランティア

21

傾聴

友愛訪問くまがや

22

傾聴

傾聴ボランティア

23

傾聴

ケービーフォー

24

朗読

熊谷朗読ボランティア

25

朗読

朗読ボランティア

26

朗読

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

27

レク

ボランティア

28

レク

人形劇団タックル ･ ベアー

福祉施設、子ども会等における人形劇公演

29

レク

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

30

レク

ママさんブラス

幼稚園、保育園、地域子育て支援拠点や、市内の音楽祭・イベントにて演奏

31

レク

まいまいの会

おひさま

子育サロン等の子育て支援のボランティア活動（絵本、紙芝居、手遊び等）
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

敬愛

高齢者施設または個人宅を訪問する、傾聴ボランティア
個人宅、福祉施設を訪問する傾聴ボランティア、その他社会福祉事業
こづえ

ひばり

つくし会

くまぴよ隊

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
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）
高齢者施設訪問、日本民踊を通しての交流

公民館、子育てサロン、保育所、高齢者施設等で人形劇の公演
（順不同）

熊谷支所 TEL 048-521-2735

大里支所 TEL 0493-39-0471

妻沼支所 TEL 048-588-2888

令和2年4月1日現在

江南支所 TEL 048-536-7310

くまがや社協だより
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春のボランティアスクール開講
福祉体験教室・インストラクター養成講座
ー
子どもが好きな、元気で明るい方!市内小中学校での「心のバリアフリ
こ
導をする
教室」で、子ども達に「高齢者疑似体験・車いす体験」等の指
とで、思いやりの心を育む教室のお手伝いをしてみませんか。
初めてでも大丈夫。参加しながら学べます。
日時：5月11日（月）13：30〜16：00
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。
募集人数：先着20名

参加費：無料

傾聴ボランティア講座

《入門・中級編》を開催しました !
1月31日に傾聴ボランティア入門講座を開催した
ところ、 活動した いと考え ている大 学生など 、39
名が受講しました。
参加者 は、「 傾聴と は何か 」とい う講義 と、ボ
ランテ ィアグ ループ ６団体 からの 体験談 を真剣 に

聴いていました。
また、2月14日には埼玉カウンセリングセン
ター・高倉恵子先生をお招きし、傾聴ボランティア
活動者の ための中 級講座を 開催し、 40名が 受講し
ました。「相手の気持ちをしっかり聴き、信頼関係
を築く、ありのままを認め、自尊心を尊重する」と
いう傾聴のポイントを学習でき、今後の活動をスキ
ルアップする素晴らしい時間となりました。

障がい者スポーツ大会
ボランティア募集

日時：5月17日（日）8：00〜17：

場所：熊谷スポーツ文化公園

00

募集人数：先着15名

選手 の誘 導介 助、 ドリ ンク サー
ビス 、受 付補 助、
記録 整理 など 大会 ・競 技運 営（
フラ イン グデ ィス
ク等）のお手伝いをしてみませんか
。
初めてでも、安心してご参加くださ
い。
※昼食・交通費を支給します。

ボランティア連絡会だより

認知症とあゆむ熊谷家族の会
認知症の介護家族と支援する人たちの会です。
毎月1回、主に「上之荘」で「つどい」を開き、
情報交 換を中 心に、 研修、 施設見 学、そ して心 の
安らぐレクリェーションなどを行っています。
今や他人事ではない認知症です。
認知症 につい ての的 確な情 報が得 られま す。
「つど い」の 内容や アイデ アを一 緒に考 えなが
ら、つ どいの 運営に 協力し てくだ さる方 を募集 し
ます。
【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
（右記のQRコードからメール可）

熊谷支所 TEL 048-521-2735

大里支所 TEL 0493-39-0471

研修の様子

妻沼支所 TEL 048-588-2888

新年お茶会の様子

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

募集

第 28 回

人と接するのが大好き!
《障がい者団体と市民の交流の広場》を開催します

バザー用品を募集しています！
訪問介護職員（登録ヘルパー）
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熊谷ふれあい広場
人に喜ばれる仕事がしたい!

介護職員

引

平成２９年（２０１
７）
７月

１０ 月 ２８ 日（土）
時間を有効活用したい!
１０：００ ～１４：３０

日時

〈小雨決行・荒天中止〉

こんなあなたにピッタリ

会場 熊谷スポーツ文化公園内
東第２多目的広場

時 給 1,209円 別途、地域手当、移動手当、土曜・祝日手当、時間外手当
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。
介護職員処遇改善加算を支給します。
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。
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。

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。
待 遇 有給休暇、資格手当1,000円（介護福祉士）
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。
時 間 月曜日~土曜日※食料品、
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
算募集期間：７月３日（月）～１０月１３日（金）
次のいずれかの資格を有する方
《問合せ及び受入先》
○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
○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
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
○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）☎ 0493390471
○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

社協老人デイサービスセンター

運転手（臨時職員）の募集

②訪問介護員（登録ヘルパー）
業務内容 ハイエース型リフト車にて、施設と利用者宅への送迎等
【時給】1,
200円：別途、
移動手当、土曜・祝日手当、時間外手
資
格 普通自動車第一種自動車免許取得者
問合せ
当、介護職員処遇改善加算を支給します。
その他、内部
賃
金 時給1,201円
①訪問介護サービス提供責任者
（常勤嘱託職員）
研修・ケアカンファ熊谷市社会福祉協議会事務局
レンス出席時に手当を支給します。
【月給】1
,
700円
熊谷市弥藤吾2450番地
待
遇 77
有給休暇、地域手当・通勤費を支給します。
【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
048-588-2345
時
間 月曜日〜土曜日
8:00〜9:30、16:15〜17:45の間
【時間】月～土 8
：00～TEL
19
：
00の間で要相談

訪問介護職員の募集！

【時間】月～土（週 5日シフトによる）8
：30～ 17
：15
（月17〜18日程度）
（初めての方でも丁寧に指導させていただきます。
）

問合せ

（週 1回、1時間から相談を受け付けております。）
（初めての方でも丁寧に指導させていただきます。
）

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

ファミサポ講座（第２回）

ＴＥＬ０４８ー５２３ー９９４４

ファミサポ講座

テーマ

ともに考えよう
夏休みこども点字体験
夏
休みこども点
字体験 教室
大災害への対策

参加者募集

○日 時 ８月２日（水）１０
：００～１
２
：００
○場
所
埼玉県立熊谷点字図書館
日 時 5月14日㈭ 10:00〜12:00
○日
① ７月２
７日（木）10
：00～ 12
：00
日時時 6月8日㈪
午前10時〜11時30分
○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
場 所 市立商工会館
2階3号室
場所 熊谷市江南勤労福祉センター
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 定 員 先着30名 5月7日㈭ 締切り
○対 象 小学４年生～中学生及び保護者
講習室
○定 員 ①、②とも各３０名（既会員及び未登録者合せて）
対象者 子育て支援に興味のある方、ファミリー・サポート・セ
○募集人数 ２０名（先着順）
内容
紙芝居・歌・手遊び他
○内 容 ①防災について
ンター事業に関心のある方
○参加費 無 料
みなさまの参加をお待ちしています♬
②インフルエンザ予防及び罹患時の対処方法
ファミリー・サポート・センター援助会員、両方会員
○申込み F
AXまたは Eメールで、参加希望者名（ふり
※準備の都合上、事前申込みをお願い
○締切日
①７月１４日（金） ②１
０月６日（金）
※ 援助会員を募集しています。空いている時間で子育てにご協力
がな）・学年・住所・電話番号を記入の上、
○対象者
鴨ファミサポの援助会員・両方会員
します。
７月２５日（火）までに下記へ。
いただける方、是非この機会に参加してみませんか。
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
申込み・問合せ
問合せ 熊谷市ファミリー・サポート・センター
心のある方
埼玉県立 熊谷点字図書館 熊谷市上之 20262
江南支所 TEL 048-536-7310
○申込み 電話でお申込みください。
（先着順）
ＴＥ熊谷市本町1-9-1市立コミュニティセンター内
Ｌ０４８
（５２５）
０７７７ ＦＡＸ ０４８
（５２７）
４０２３
TEL 048-521-0999
Ｅメール
kumat
en@kuh.
bi
gl
obe.
ne.
j
p
（平日 8
：30～17
：15）

害害 ファミリー・サポート・センター 害害

TEL048崖521崖0999

熊谷支所
048-521-2735 大里支所 TEL 0493-39-0471
妻沼支所
TEL
TEL
問合せTEL熊谷市社会福祉協議会
緯 048
（5
88）23
4048-588-2888
5廠 FAX江南支所
048
（5
8048-536-7310
8）2815

