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令和2年度
熊谷市社会福祉協議会（社協）は、市民の皆様からお寄せ
いただいた会費や寄附金、共同募金配分金、県や市からの補
助金などを財源として運営しております。皆様からお預かり
した会費等は、各種事業等に充てており、市民一人ひとりが
心のふれあいの中でお互いに助け合い、支え合いながらつく
り上げる地域福祉向上のための大きな財源になっています。
昨年も、皆様からたくさんのご協力をいただき、誠にあり
がとうございました。
今年も7月から9月を強化月間として、地区社協会長、自治
会長の皆様のご協力をいただきながら、社協会員加入のお願
いをいたしますので、格別のご理解ご協力をいただきますよ
う、よろしくお願いいたします。

夏のボランティア体験事業
絵本の修理

紙おむつ給付事業
子育て応援相談事業等も
実施しています
保育所での活動

新型コロナウイルスと闘う医療従事者への
感謝と応援メッセージを募集！

新型コロナウイルス感染症に伴う
事業等の開催状況について
熊谷社協では、今年度の
事業等の開催について、新
型コロナウイルス感染拡大
防止を図るため、また、参
ン等に基づき、中止・延期させていただく場合があり
ます。ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、今後、
ホームページ等でお知らせいたしますので、ご理解ご
協力をお願いいたします。また、窓口でのアクリル板
の設置や職員がマスク着用で対応させていただいてお
り、ご不便をおかけしておりますが、ご理解いただき
ますよう併せてお願いいたします。

応募要領

加者皆様の安全確保の観点から、熊谷市のガイドライ

熊谷社協では、医療の最前線で新型コロナウイルス感染症に
立ち向かっている医療従事者の皆さまを勇気づける感謝と応援
メッセージを募集します。皆さまの暖かいお気持ちをお待ちし
ております。いただいたメッセージは、紙面に限りがございま
すが、社協だより及びホームページ等で紹介させていただきま
す。下記要領でお寄せください。
・テ ー マ：医療従事者への感謝と応援メッセージ
・氏
名：※イニシャル、ペンネーム、匿名でも可
・年
代
・文 字 数：80字程度まで
・応 募 先：郵 送…〒360-0203 熊谷市弥藤吾2450番地
熊谷市社会福祉協議会
メール…info@kumagaya-shakyo.jp
F A X…048-588-2815
・応募締切：８月末まで
詳しくは、社協ホームページをご覧ください。

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

●妻沼支所（妻沼行政センター内）TEL 048-588-2888

●大里支所（大里行政センター内）

●江南支所（江南行政センター内）TEL 048-536-7310

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）

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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令和元年度
1 会務の運営
・理事会を4回、評議員会を2回開催
2 資金貸付に関する事業
・熊谷市福祉資金の貸付、償還
貸付件数
40件
貸付金額
1,512,000円
償還件数
174件
償還金額
1,887,300円
3 児童福祉に関する事業
・社会福祉協力校・協力園（所）指定事業
80校
・福祉の心を育む交流事業
参加校
参加施設

26校
22施設

・子育てサロンの実施
・子育て応援相談事業

80回
25回

・敬老ポスターコンクールの開催
・ファミリー・サポート・センター事業

事業報告

実施回数
129回
延べ利用者数
3,947人
利用者会食会
3回
6 社会奉仕活動に関する事業
<ボランティアセンター事業>
・ボランティア要請、相談等
・彩の国夏のボランティア体験プログラム
事業
7月〜8月の36日間（強化月間）
参加人数
1,083人
プログラム数
101メニュー
・ボランティア要請、相談等団体への協

11 収益事業
葬斎施設内の売店運営
12 受託事業
・市立コミュニティセンター、老人福祉セ
ンター（別府荘、上之荘、ひかわ荘、江
南荘）、箱田高齢者・児童ふれあいセン
ター施設を管理運営
・手話通訳派遣事業
・移動支援事業
・熊谷ふれあい広場事業
参加施設
35施設
参加者数
約2,000人

力、支援
・地域ネットワーク友愛事業

・生活支援コーディネーター設置業務
・生活福祉資金貸付事業

友愛訪問利用者
友愛電話利用者

92人
201人

友愛通信利用者
7 あんしんセーフティネット事業

13 福祉サービス利用援助事業
契約件数

1,109人

令和元年度
収
1

会費収入

2

寄附金収入

3

入
目

の

32件

14 共同募金配分金事業
赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募

会員（依頼・援助・両方）
744人
相談件数
3件
派遣件数
1,643件
支援件数
3件
4 高齢者福祉に関する事業
訪問件数
3件
・敬老修繕サービス事業
104件
8 介護保険事業
・歳末ホームクリーニング事業
70件
介護支援計画作成数
2,542件
・車いす貸出事業
488件
訪問調査件数
77件
・単身高齢者見守り協力事業
訪問介護延べ利用者数
4,426人
・ふれあいいきいきサロンの実施 1,031回
通所介護延べ利用者数
3,291人
5 在宅福祉推進事業
9 障がい福祉サービス
・紙おむつ給付事業
障がい（児）者に対して、ホームヘルパー
在宅で介護認定5又は4、身体障害者手
を派遣し、身体介護等のサービスの提供及び
帳1級又は2級の障がい児（者）などで紙
外出支援
おむつが必要な方へ給付
居宅介護利用者数
2,769人
・家事援助サービス事業延べ利用者 108人
同行援護利用者数
175人
・リフト付自動車運行事業
10 公益事業
利用回数
44回
成年後見制度に関する事業
・ふれあい弁当サービス事業

科
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金運動を行い、各種福祉事業を実施
15 会員会費
地域福祉推進のため、市民、団体、企
業等多くの会員を募集
16 広報誌の発行
「社協だより」を発行し、市内全戸と
関係機関、団体等に配布
17 思い出のランドセルギフト事業
使用済みのランドセルと未使用の文房
具類を募集し、アフガニスタンへ輸送
寄贈ランドセル数
45個
18 不要入れ歯のリサイクル事業
92個
19 ペットキャップ回収
ペットボトルキャップを回収し、世界
の子どもたちにワクチンを送付
283人分

決算書

（単位：円）

部

支
収 入 額

科

出

の

部

目

支 出 額

14,838,718

1

人件費支出

237,352,467

6,509,420

2

事業費支出

109,351,434

経常経費補助金収入

123,940,185

3

事務費支出

25,634,568

4

受託金収入

150,666,903

4

売上原価

7,327,784

5

事業収入

22,937,030

5

貸付事業等支出

1,512,000

6

貸付事業等収入

1,887,300

6

共同募金配分金事業

7

負担金収入

1,962,348

7

助成金支出

8

介護保険収入

81,434,580

8

負担金支出

9

自立支援費等収入

9,368,537

9

事業区分間繰入金支出

10

補助事業収入

11

雑収入

12

受取利息配当金収入

13

事業区分間繰入金収入

14

18,102,040
243,569
17,000
7,396,140

548,500

10

拠点事業区分間繰入金支出

39,133,206

5,251,230

11

サービス区分間繰入金支出

30,332,507

41,146

12

固定資産取得支出及び繰入金支出

1,186,640

7,396,140

13

積立預金積立支出

1,015,606

拠点事業区分間繰入金収入

39,133,206

14

その他の支出

15

サービス区分間繰入金収入

30,332,507

15

当期末支払資金

16

積立預金取崩収入

11,800,000

16

内部取引消去

17

その他の収入

18

前期末支払資金残高

19

内部取引消去
合

9,041,970
67,147,608
△ 76,861,853

729,830
46,016,959
△ 76,861,853
計

熊谷支所 TEL 048-521-2735

477,932,686

大里支所 TEL 0493-39-0471

合

計

妻沼支所 TEL 048-588-2888

477,932,686

江南支所 TEL 048-536-7310
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令和２年度

事業計画

（地域福祉事業）

・うちわ祭観覧事業（今年度中止）

（介護保険）

・熊谷市福祉資金貸付事業

・地域ネットワーク友愛事業

・居宅介護支援

・善意銀行の運営
・帰郷旅費の支給
・福祉協力校の指定
・福祉の心を育む交流事業（今年度中止）
・子育てサロン事業
・子育て応援相談事業
・敬老ポスターコンクール
・敬老修繕サービス事業
・歳末ホームクリーニング事業
・車いす貸出事業
・単身高齢者近隣見守り協力員事業
・ふれあいいきいきサロン事業
・紙おむつ給付事業
・在宅福祉家事援助サービス事業
・リフト付自動車運行事業
・ふれあい弁当サービス事業
・ボランティア活動の推進

・彩の国あんしんセーフティネット事業
・ふれあい里親事業
・思い出のランドセルギフト事業
・不要入れ歯のリサイクル事業
・ペットキャップの回収
・共同募金運動の推進
・日本赤十字社埼玉県支部熊谷地区の事務
局及び熊谷市赤十字奉仕団との連携

・訪問介護事業
・通所介護事業

（障がい福祉サービス）
・訪問介護事業
・同行援護
（公益事業）
・地域支援事業（生活支援コーディネータ
ー設置業務）
・成年後見制度に関する事業

令和２年度
収
科
1

入
目

会費収入

の

（受託事業）
・生活福祉資金貸付事業
・福祉サービス利用援助事業
・コミュニティセンターの管理運営
・老人福祉センター（別府荘、上之荘、
ひかわ荘、江南荘）の管理運営
・箱田高齢者・児童ふれあいセンター
の管理運営
・熊谷ふれあい広場事業
・手話通訳派遣事業
・移動支援事業
・ファミリー・サポート・センター事業
（収益事業）
・葬斎施設売店運営事業

予算書

（単位：円）

部

支
収

入

額

科

出

の

部

目

支

出

額

14,896,000

1

人件費

258,135,000

2

寄附金収入

1,020,000

2

事業費

127,584,000

3

経常経費補助金収入

129,202,000

3

事務費

27,858,000

4

受託金収入

152,837,000

4

売上原価

5

事業収入

26,673,000

5

貸付事業等支出

6

貸付事業等収入

1,800,000

6

共同募金配分金事業

8,015,000
1,800,000

7

負担金収入

2,308,000

7

助成金

8

介護保険収入

88,004,000

8

負担金

9

自立支援費等収入

10,568,000

9

事業区分間繰入金支出

10

補助事業収入

11

雑収入

12

受取利息配当金収入

13

事業区分間繰入金収入

300,000
27,000

531,000

10

拠点事業区分間繰入金支出

10,225,000

11

サービス区分間繰入金支出

24,418,000

28,000

12

固定資産取得支出及び繰入支出

3,691,000

13

積立預金積立支出

1,015,000
9,397,000

14

拠点事業区分間繰入金収入

10,225,000

14

その他支出

サービス区分間繰入金収入

24,418,000

15

予備費支出

16

前期末支払資金

75,907,000

16

当期末支払資金

計

開催します

3,691,000

1,626,000

15

合

20,393,000

543,734,000

合

534,000

2,000,000
48,342,000
計

543,734,000

第14回 敬老ポスターコンクール
小学４年生を対象に、子どもたちが高齢者を敬う心と
感謝する心を深めることを目的に開催します。
会長賞及び特選の作品は「社協だより10月号」に掲載
します。
（市内全小学校を通じて募集しています。）
【会場】ニットーモール熊谷店 2F吹き抜け前
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の影響
により、展示を中止する場合があります。
【期間】9月17日㈭ 正午〜23日㈬

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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ケアマネージャーからの事例報告
介護保険福祉用具レンタルによる住環境整備
Ａさんの事例を紹介します。
Aさん

90歳の女性

デイサービスを週2回利用しながら生活していましたが、庭
で転倒し、右大腿骨頚部を骨折。術後リハビリを行ってきま
したが、以前のように動くことができず介助が必要な状態と
なり家族は心配していました。
退院に向けて病院関係者、ケアマネージャー、サービス事
業所との話し合いや具体的な在宅生活に向けて家屋調査を実
かまち
施したところ、玄関の上がり框 が高いことに気づき、上がり
框用手すりを設置。その他廊下、トイレにも手すりを設置し
ました。
退院後、手すりを設置したことで自立した生活を送り、デ
イサービスの利用も再開されています。
介護保険やサービスに関する
相談・お問合せは

これはひとつの事例ですが、ケアマネージャーが、
医療やサービス事業所と連携し、本人、家族が望む暮
らしができるよう支援させていただきます。いつでも
お気軽にご相談ください。

居宅介護支援事業所（妻沼行政センター２階）
電話 048-588-2549
熊谷南部居宅介護支援事業所（江南行政センター１階）電話 048-536-7667

生活支援コーディネーター近況報告
6月2日㈫、成田山自治会館前にて、「安

移動販売始まりました

心して食べられる、新鮮な食材をお届けし

あんしん
（安新）市場

たい。」との思いから、 あんしん
（安

新型コロナウィルスの感染拡大防止のため、外出自粛
が続き、不安な日々が続いていますが、「こんな時こ
そ、地域でできること」を生活支援コーディネーターと
一緒に考えましょう。

新）市場と命名された移動販売が、㈱熊
谷青果市場、熊谷市生活支援体制整備協議会の協働の
下、地域包括支援センター（東部圏域）、地元自治会等
の尽力により、モデル事業として始まりました。
「買物難民」という言葉が聞かれるようになって、
久しいですが、これからは、単なる食材の提供だけで
なく、地域住民の自主的な支え合いや見守り活動等に
も広げ、切磋琢磨しつつ地域の課
題等が解決できる場になることを
目指しています。

新型コロナウイルス
感染予防を考慮して
の販売

家まで持ってあげるよ♥
（助け合い）

※あんしん市場は、毎週火曜日午前11時から12時まで、
成田山自治会館前にて行っています。

令和元年度

共同募金の報告

令和元年10月1日から全国一斉に実

ご協力

とう
ありが
ました
い
ざ
ご

施した「赤い羽根共同募金運動」なら
びに、12月1日から実施した「地域歳
末たすけあい募金運動」の最終結果を
ご報告します。

熊谷支所 TEL 048-521-2735

赤い羽根募金

19,690,841円

地域歳末たすけあい募金

7,552,646円

この募金は、高齢者の見守り、サロン活動、ボランティア育
成、子どもたちの福祉教育、歳末慰問金事業等に活用されます。

大里支所 TEL 0493-39-0471

妻沼支所 TEL 048-588-2888

江南支所 TEL 048-536-7310

くまがや社協だより
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老人福祉センターからのお知らせ
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため3月
7日から臨時休館しておりましたが、7月1日㈬から再開
しました。
しかしながら、「新しい生活様式」の考え方に立ち、
今後も引き続き感染の拡大防止に留意していくことが大
切です。当センターでは、熊谷市の「感染防止対策」に
基づき、次の対策を取りますので、ご理解ご協力をお願
いいたします。
〇当面、熊谷市、深谷市、寄居町に在住・
在勤の方のみの利用とします。
〇確認のため、入口で体温測定、確認票の
記入をお願いします。
（高熱の方は入館をお断りします。）
〇マスクを着用ください。（着用しない場合は入館で

別府荘

所在地

熊谷市西別府583-1

電話番号

ひかわ荘

所在地

上之荘

048-532-2020

熊谷市弥藤吾1755

電話番号

きません。）
〇入口で、手指の消毒をしてください。
〇密集を避けるため、入館・入浴人数を制限する場合
があります。
〇密接を避け、人と人との距離を取るため、使用や着
席できないスペースを設けます。
〇湯茶のサービスは、4館とも休止します。飲み物（ア
ルコール類を除く）のみ、持込み可能とします。
〇カラオケ、囲碁、将棋、卓球、バンパーゲームの使
用を休止します。
その他、各センターの状況により、使用制限がありま
すが、ご理解をお願いいたします。
新規にご利用希望の方は、各施設または、社会福祉協
議会各支所におたずねください。
所在地
電話番号

江南荘

048-588-2600

所在地
電話番号

熊谷市上之3022-1
048-525-6964

熊谷市千代118-1
048-536-5600

からの
お知らせ
日本赤十字社は、新型コロナウイルス感染症への対応とし
て、横浜港に停泊したクルーズ船や、武漢市からの帰国者一
時滞在施設への救護班派遣など、政府からの要請に基づき、
迅速に支援活動を展開してまいりました。
なお、活動に従事した延べ255人にのぼる職員の中から、感
染者は一人も発生しておりません。

大型クルーズ船に乗
り込む日赤救護班。
これらの業務に従事
した職員は派遣終了
後14日間の経過観察
を行いました。

あたたかい心のご寄附をいただきました

熊谷さくらライオンズクラブ

石橋勝司会長

熊谷支所 TEL 048-521-2735

社協松永会長

大里支所 TEL 0493-39-0471

令和2年3月1日～5月31日
●蒼騎会 埼北支部 様
20,000円
●彩友会 会長 原こうじ 様
30,000円
●熊谷かるたの会 様
5,420円
●小埜田光宏 様
15,000円
●船越民子 様
手作りマスク100枚
●電気保安法人 有限会社 石川電気 様
20,000円
●熊谷さくらライオンズクラブ 様 マスク1,000枚
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

外出自粛の今
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私たちにできること

友愛電話

お元気ですか
ありがとう♡

新型コロナウイルス感染症の影響により、さまざまなボランティア

活動やイベントが中止となる中、ボランティアセンターでは、 友愛

電話利用者（65歳以上の一人暮らしの高齢者や障がい者の方々で希望
者）に、「お元気でおすごしですか、お変わりはないですか…」と、
毎日、電話をかけていました。

人と距離をとらなければいけない今、電話で話すことでぬくもりを

伝えられる、心を通わせ合えることの素晴らしさを実感しています。

電話をもらった利用者からの声を一部ご紹介します。

●「人と話したのは、一か月ぶり。
話しているうちに元気になったよ。電話してくれてありがとう！」
●「こんなに笑ったのは久しぶり。電話をしてくれる人の気配り、
心配りが感じられる。嬉しくて今晩はいい夢が見られそうだ。」
●「毎日、コロナのニュースを見て、気持ちが落ち込んでいた。
皆さんも大変でしょうけど、お互い頑張りましょう！」
これからも月に１～２回電話をかけ、皆様へ元気をお届けできたらと
思います。

「友愛電話」は、社協の地域ネットワーク友愛事業のひとつです
◆見守りが必要な単身高齢者や障がい者の希望者に安否確認を行い、生活上の孤立を解
消するとともに、地域の輪を築くことを目的として民生委員やボランティアと協働し、
下記の事業を実施しています。
①友愛訪問（月１回、ボランティアが２人１組で訪問）
②友愛通信（年２回、暑中見舞い・寒中見舞いはがきの発送）
③友愛電話（月１回程度、ボランティアと相談員が電話）
★友愛交流会（利用者とボランティアとの交流）

ボランティア連絡会だより
あかしあ友の会

【活 動 日】 4月～12月の火曜日（月2回）
8：45～10：30
【活動場所】 市立あかしあ育成園
（熊谷市上川上256-1）

あかしあ育成園での芝生の草取りが主な活動です。
あかしあ育成園は、熊谷文化スポーツ公園の東、彩華園の南にある児童発
達支援のための熊谷市の施設です。
カマを使って、芝の中の小さな草を抜くのは大変ですが、広い芝生の庭は
とても気持ちが良く、園児さんたちが、安全に、楽しく
遊んでくれることを願っています。終わってからの、
あなたも一緒に
活動しませんか。
お茶のみと、おしゃべりも、心休まるひと時です。40年
ほど続いている活動を、今後もつなげていきます。

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

くまがや社協だより
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募集！

レクボラ（レクリエーションボランティア）ってなぁ～に？？
ご自身の趣味や特技を生かして、地域住民が集うサロンや、高
齢者施設、児童クラブ等で芸を披露するボランティアです。
ボランティアセンターでは、こうした施設等からの依頼を受
け、レクボラの派遣を調整しています。
◆落語、フラダンス、書道、お花、囲碁・将棋、折り紙、料理
などの講師を重点的に募集中！あなたの趣味や特技を披露し
て、皆さんに笑顔をお届けしませんか。
◆お楽しみ会などのイベントに是非来て欲しい！という依頼もお
受けします。お気軽にご相談ください。
（一部、有料の場合あり）
約100の団体（個人）が登録し、元気に活躍中♪
歌唱、ハーモニカ、フルート、オカリナ、コーラス、ウクレレ、吹奏楽、ハワイアンバンド、ギ
ター、バイオリン、ハンドベル、口笛・胡弓、尺八、和太鼓、日本舞踊、沖縄舞踊、太極拳、フラダ
ンス、歌舞伎、南京玉すだれ、人形劇、落語、詩吟、チューブバルーン、手品、腹話術、紙芝居、朗
読（読み聞かせ）、語り部、囲碁・将棋、手芸、編み物、華道、プリザーブドフラワー、書道、そば
打ち、アニマルセラピー、マッサージ、出張散髪など

紹介

楽しく踊って健康づくり

～ボランティアつくし会～

外出自粛の影響で、運動不足になっていませんか。つまずき・
ふらつきなど、体の変化はありませんか。日常生活で保た
れていた足腰や腕の筋肉・認知力が衰えているのです。
「きよしのズンドコ節」「東京音頭」「直実節」等を楽し
く歌って踊って、健康づくりとメリハリのある生活を取り
戻しましょう！

中央公民館で活動中。会員募集中です。

夏のボランティア体験プログラム

ボッチャの貸し出し
始めました♪

中止のお知らせ
夏休み期間に、中学生・高校生の皆さんを中

パラリンピック公式競技であ

心に、毎年1,000人以上の方にご参加いただい

る、ボッチャ用具の貸し出しを始

ている【彩の国夏のボランティア体験プログラ

めました。

ム】ですが、今年度は、新型コロナウイルス感

来年開催される、東京オリン

染症の拡大防止を最優先に考え、中止すること

ピック・パラリンピック2020に

としました。

向けて、実際に競技の体験をして
みませんか。

元気いっぱいなボランティアさん達との交流
を毎年楽しみにしている方々も多く、残念では
ありますが、次回開催をご期待ください。

問合せ・申込み

学校や自治会、児童クラブ、施設等でのイベ
ントなど、あらゆる機会にご活用ください。

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コードからも、メールできます）

熊谷支所 TEL 048-521-2735

※社協ホームページもご覧ください。

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

子育てサロンの

第31回

日時

10月24日㈯ 10：00～14：30頃

場所

熊谷スポーツ文化公園内

お知らせ

東第二多目的広場

日時

9月14日㈪

場所

熊谷市江南勤労福祉センター講習室

内容

人形劇、紙芝居、手遊び

7月1日㈬〜10月16日㈮

問合せ 事務局 地域福祉係 TEL 048-588-2345

10：00～11：30

参加の際には、マスクの着用を
お願いします。

バザー用品を募集しています！
募集期間
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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

TEL 048-536-7310

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催を中止とする場合があります。

ファミリー・サポート・センター

募集！ 援助会員
地域の子育てをサポートしてくださる援助会
員が不足しています。空いているお時間で子育
てにご協力いただける方を募集しています。子
援助活動の主な内容

育て支援にご興味のある方、ご連絡をお待ちし
ております。

・保育施設の開始前及び終了後に子供を預かる
・保育施設までの送迎を行う

援助資格 原則として市内に居住し、育
児の援助ができる20歳以上の方（学生
は除く）
募集（受付）期間
随時（8：30〜17：15 土・日、祝日
を除く）

・放課後や学童保育所の終了後に子どもを預かる
・その他一時的な事情で子どもを預かる（冠婚葬
祭等）
問合せ

（熊谷市本町1-9-1市立コミュニティセンター内）

尚、依頼会員・両方会員も募集しています。

問合せ

熊谷市社会福祉協議会

熊谷市ファミリー・サポート・センター
TEL 048-521-0999

☎ 048（588）2345 ㈹

FAX 048（588）2815

