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令和2年10月1日

第14回 敬老ポスターコンクール

熊谷市立男沼小学校 4年

市内の小学4年生を対象に敬老ポスターを募集したところ、

し ま だ

も

あ

島田 萌愛さん

1,170作品の応募がありました。
9月17日から23日まで、ニットーモール2階に会長賞・特選・
入選作品計274点を展示しました。
素晴らしい作品をありがとうございました。
※この事業は共同募金配分金の助成を受けて実施しております。

特選27作品は、
4・5ページに掲載
してありますので、
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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新型コロナウイルス

医療従事者への
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令和2年（2020）10月

感謝と応援メッセージ

新型コロナウイルスの治療や看護等にあたられている医療従事者の皆様に、心より感謝申し上げます。皆様からいただいたメッセー
ジを、こちらのページでお届けいたします。また、紙面の都合で掲載できなかったメッセージも社協ホームページにて紹介しています
ので、ご覧ください。
今後も医療従事者の皆様を応援するとともに、皆で支え合い、力を合わせて乗り越えましょう。
医療従事者の皆様お疲れ様です。
私達の命を守って頂き、有難うございます。
これからも私達一人一人が三密を守って、暮らしていく
事が大切だと思います。
くれぐれも、お身体を大切にして下さい。
バービー 70代

今、新型コロナウイルスがはやっており、「怖い」とい
う感情がある中、患者のために闘ってくださりありがとう
ございます。
私たちはそのことを理解し、共に新型コロナウイルスと
闘っていこうと思います。
吉岡中 2年 中島綾那

熊谷市の病院、クリニックの医療従事者の皆様、日夜お
疲れ様です。ウイルスは目に見えない恐ろしい存在です
が、人類はウイルスなどに負けないパワーがある。
熊谷のオヤジっち 59歳

医療従事のみなさん、新型コロナウイルスのえいきょう
で、とても大変な時期だと思います。私達のために、命を
かけて、治療などにたずさわっていただきありがとうござ
います。自分で自分の命を守れるよう努力します。
吉岡中 2年 西澤こはる

医療従事者のみなさん、毎日お仕事お疲れ様です。最前
線でコロナとたたかっているみなさんに、「ありがとうご
ざいます。」と伝えたいです。ぼくも、自分でできるコロ
ナ対策をがんばりたいと思います。
太田小 5年 秋山海斗
ぼくは、しむらけんさんがコロナウイルスでなくなった
ときいて、とてもおどろきました。すごくこわいウイルス
だときづきました。びょういんではたらくひとたちは、と
てもかっこいいとおもいました。これからもからだにきを
つけて、たくさんのいのちをすくってください。
太田小 1年 いいづか こうが

ぼくは、医療従事者の方に本当に感謝しています。そし
てとても尊敬しています。なぜなら、感染する危険もある
のに、人を救っているからです。絶対に今一番えらいのは
みなさんです。これからもがんばってください。
吉岡中 1年 好中球
みなさんのおかげで日本は死者数が増えずにすんでいま
す。みなさんのおかげでみんな笑顔で生活できています。
医療従事者のみなさんも人間です。自分の体調に気をつけ
てください。本当に心から感謝しています。
吉岡中 3年 酢酸オルセイン

いりょうじゅうじしゃのみなさん、いつもしんがたコロ
ナウイルスとたたかってくれてありがとうございます。コ
ロナのニュースを見ると、わたしにできることは、ないか
なと考えていました。メッセージでエールがおくれてうれ
しいです。これからもがんばってください。
太田小 2年 おぎ原 さくら

コロナウイルスと闘う医療従事者の皆さま、皆さまがい
るおかげでこの新型ウイルスがくいとめられていると思い
ます。いつ感染してもおかしくないかんきょうで闘ってい
るなんてとてもすごいです。
がんばってください。
吉岡中 1年 うっきー

びょういんではたらいているみなさん、いつもありがと
うございます。みなさんががんばってくださっているので
わたしたちは安心してくらすことができます。たいへんだ
と思いますが、がんばってください。わたしも、マスクを
して手洗いもしっかりしていきます。
太田小 3年 石田 らん

私は、コロナにかかった人を見ると、先に医療従事者の
方々の負担を心配します。きっと私の経験では量れない程
の苦なんだと思います。そんな中、疲れを見せずに闘って
いる方々が格好いいです。ご自愛ください。
吉岡中 1年 楓

ぼくたちが安心してくらせるのは、医りょう従事者の方
達のおかげです。
感せん防止のために、マスク・手洗い・うがいをこれから
も続けたいと思います。
まだまだ大変だと思いますが、がんばって下さい。ぼくも
出来ることをがんばります。
太田小 4年 森田千愛
新型コロナウイルスと闘う医療従事者のみなさん、いつ
もありがとうございます。医療従事者の人は、コロナウイ
ルスの感染リスクが高まっている中、命を救うため、日本
のためにもがんばってくれてすごいと思いました。これか
らも元気に、お仕事がんばってください。
太田小 5年 久永葉月
医療従事者の皆さんへ。今、新型コロナウイルスがはや
っている中、医療従事者の皆さんは、とても大変だと聞き
ました。けれどコロナウイルスにかかってしまった、かん
じゃさんのためにもがんばって仕事しているのはすごいな
と思いました。応援してます!
太田小 6年 井田結菜
医療従事者の皆様この大変な世の中ですが私達を支えて
いただきありがとうございます。私達が感染しないために
手洗いうがいマスクの着用を徹底します。
医療従事者の皆様に感謝を忘れず生きていきます。応援
しています。
吉岡中 2年 松葉詩音

いつも、人々の安全のために働いてくださり、ありがと
うございます。私達にできることは、ウイルス感染を広め
ないことぐらいですが、これを一生懸命に取り組みます。
これからもがんばってください。応援しています。
吉岡中 2年 匿名
新型コロナウイルスと闘う医療従事者様へ とっても大
変で、とっても、不安な日々を過ごされてると思います。
でも、中学生のみんなは、みなさんのことを、とてもカッ
コイイと思っています。大変だけどがんばってください。
吉岡中 2年 匿名
いつも、私達のためにたくさん働いてくださりありがと
うございます。今私達にできることは、予防をしっかりし
てウイルスを広めないことなのでそれを一所懸命やってい
ます。お体に気をつけて頑張って下さい。
吉岡中 2年 N、O
まいにちおしごとをがんばってくれてありがとう。コロ
ナウイルスにかからないようにきをつけておしごとをして
ね。わたしもてあらい、うがい、しょうどくをしっかりす
るね。
別府小 1年 くりはら るか
まい日コロナに気をつけてすごしています。コロナのか
んせんよぼうは、ますくをしたり、人がたくさんいるばし
ょは、行かないようにしています。
コロナにまけないようにかんせんよぼうをがんばりたい
です。
みなさんもがんばってください。
別府小 2年 つるが りく

新型コロナウイルスと闘う介護従事者への
感謝と応援メッセージを募集！
熊谷社協では、介護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介護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、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。右記要領でお
寄せください。

熊谷支所 TEL 048-521-2735

大里支所 TEL 0493-39-0471

応募要領

医療従事者のみなさんへ 見えないてきとたたかってく
ださりありがとうございます。新型コロナウイルスは強い
てきなので気をつけてください。わたしはコロナウイルス
よりもみなさんが強いとしんじています。コロナウイルス
はこわいけれどわたしもくすりができるのをねがっていま
す。この先もがんばってください。おうえんしてます。
別府小 3年 くり原 みく
病院ではたらく人はすごく大変だと思います。わたし
が、かぜをひいてしまった時や、ねつをだしてしまった時
は薬をくれて助けてくれました。コロナウイルスがあるの
で人を助けることは、むずかしいと思います。これからも
みんなを助けてください。おうえんしています。
別府小 4年 飯田 陽葵
いつも朝から夜まで新型コロナウイルスに感染した人た
ちをちりょうしてくれてありがとうございます。わたし
は、あまりがんばっていないので、医療従事者の人たち
が、がんばってコロナウイルスにかかった人たちをちりょ
うしているのを聞くと、「わたしもがんばらなきゃ」と思
います。これからも、コロナに気をつけながらちりょうを
がんばってください。
別府小 4年 間宮 彩菜
毎日おつかれ様です。私は新型コロナウイルスに立ち向
かっている医療従事者の皆さまがすごいと思います。私は
いつも新型コロナウイルスにかからないように手洗いとう
がいをしっかりしています。医療従事者の皆さまも気をつ
けてください。新型コロナウイルスがおさまることを願っ
ています。これからも新型コロナウイルスに気をつけてが
んばってください。
別府小 5年 心春
先が見えない日々の中で私たちのために医療の最前線で
頑張っていただいて本当にありがとうございます。
私たちにできることとして、マスクの着用、手洗いうが
いは必ずする、三密はさけるようにするなどちゃんと守っ
て生活しようと思います。
医療従事者の皆さんも自分の身体やご家族も大切にして
活躍していただけると嬉しいです。いつも応援してます‼
別府小職員 鶴谷 梢
医療従事者の皆様、毎日、大変お疲れのことと思いま
す。私も、マスクの着用など、しっかりと感染防止を実施
します。新型コロナウイルス禍が終息するまで力を合わせ
ていきましょう。
Yさん 60代
おいしゃさんや看ごしさんのみなさん感染する可能性が
ある中かん者さんの治りょうをしてくれてありがとうござ
います。これからもみんなでこのじきを乗り越えていきま
しょう。
りんたろう 8才
いまのじき、いろいろあるけど、わたしたちもがんばり
ます。いしゃのみなさんのおかげでかぜやねつをなおせた
のでうれしいです。でもいまのじきは、みんなで力をあわ
せてがんばります。
別府小3年 小椋 美優
東京は、すごく感染が多いです。その中で医療従事者さ
んたちががんばっているのを感じていると勇気をもらいま
す。これからもがんばってください。
T.A 10代

全部で232名の方からメッセージを
いただきました。
本当にありがとうございました。

詳しくは、社協ホームページをご覧ください。

・テ ー マ：介護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：11月末まで

妻沼支所 TEL 048-588-2888

江南支所 TEL 048-536-7310
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赤い羽根共同募金運動がはじまりました !!

心の

は絶やさない。

10月1日から共同募金運動がはじまりました。期間は令和3年3月31日までです。
市民の皆様には、地区社協や自治会を通じてご協力をいただき、ありがとうございます。
共同募金は「寄附」という形で参加できるボランティアです。共同募金で寄せられた寄附金は、子ども
や高齢者、障がい者施設・団体などに助成・配分され、身近な地域福祉活動や民間社会福祉施設・団体な
どが行う活動に役立たせていただきます。社協では下記の事業で活用させていただいております。

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
熊谷市社協での
主な実施事業

福祉協力校活動支援、ボランティアグループへの助成、敬老修繕サービス、歳末
ホームクリーニングサービス、ふれあいいきいきサロン、里親活動支援、敬老ポ
スターコンクール、障がい者団体への助成、地域ネットワーク友愛事業

等

共同募金には、飲み物を購入すると、その売上の一部が飲料メーカー等から赤い羽根共同募

いろいろな寄附の方法

金に寄附される「赤い羽根自販売機」や、提携クレジットカードを使用した買い物で、利用額
に応じた金額が寄附される「赤い羽根カード」等、さまざまな募金のしくみや方法があり、ご
希望の分野に応じてご寄附いただけます。
くわしくは、埼玉県共同募金会 ▶︎ https://www.fukushi-saitama.or.jp/saitama00/
AKAIHANE/2015kifu.html
中央共同募金会 ▶ https://www.akaihane.or.jp/kifu/

をご覧ください。

ネット募金も受付中▼

ネット募金 自分のふるさとや好きなまちにインターネットで寄附できるしくみです。
とは
寄附金の使いみちを選択して寄附することが可能です。
中央共同募金会のホームページからネット募金に入り、熊谷社協を選択し
て、ご自分の都合のいい時間帯に、いつでも寄附することが可能です。

地域歳末たすけあい運動の実施について
新たな年を迎える時期に、支援を必要とする方たちが地域で安心

して暮らすことができるよう、

埼玉県共同募金会熊谷市支会（熊谷市社会福祉協議会）が中心とな
り、地域住民参加のもと、民生委員・児童委員をはじめ、自治会、
地区社協や各種ボランティア等と連携を図りながら、募集活動を行

い、その助成金により、福祉に係る様々な支援活動を展開するものです。
今年度も、「つながり

ささえあう

みんなの地域づくり」をスローガンに掲げ、12月１日から

12月31日までを重点期間として実施の予定です。

みなさまからの“あったかい”ご協力をよろしくお願いします。
中央共同募金会ホームページ

熊谷支所 TEL 048-521-2735

https://www.akaihane.or.jp

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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敬老ポスター

特選

第14回

27作品

熊谷東小

成田小

大麻生小

中条小

たどめ

ながと

田留 長門さん

ささだ

あやの

笹田 彩乃さん

すがも

り

お

たじま

せ

な

な

須鴨 莉緒菜さん

田島 世渚さん

熊谷支所 TEL 048-521-2735

熊谷西小

大幡小

久下小

吉岡小

なかむら

けんたろう

くじらい

なつき

中村 健太郎さん

鯨井 菜月さん

かわい

河合

ほり

たける

健さん

堀 みなみさん

大里支所 TEL 0493-39-0471

石原小

佐谷田小

熊谷南小

別府小

妻沼支所 TEL 048-588-2888

まつざわ

あかり

松澤 朱莉さん

せやま

ひ

な

たかはし

り

の

瀨山 陽菜さん

高橋 璃希さん

うえの

ももこ

上野 桃子さん

江南支所 TEL 048-536-7310
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三尻小

桜木小

吉見小

秦小

妻沼南小

かとう

はると

はしもと

かける

おちあい

みこと

加藤 陽斗さん

橋本 翔琉さん

落合 美琴さん

もり

森

そうた

颯大さん

やまざき

そういちろう

籠原小

市田小

妻沼小

山﨑 蒼一朗さん

熊谷支所 TEL 048-521-2735

奈良小

江南南小

令和2年（2020）10月

よしおか

ゆめり

吉岡 夢莉さん

つがみ

さ

や

津上 紗矢さん

たかはし

げんき

髙橋 元気さん

お

の

だ

こう

小野田 滉さん

くしだ

ももこ

櫛田 百子さん

大里支所 TEL 0493-39-0471

きもと

り

く

星宮小

木元 莉玖さん

新堀小

篠田 優奈さん

長井小

太田小

江南北小

妻沼支所 TEL 048-588-2888

しのだ

く

ぼ

た

ゆうな

けいと

久保田 馨斗さん

にしかわ

いつき

西川 樹生さん

むとう

武藤 ちひろさん

江南支所 TEL 048-536-7310
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5月の運動月間に合わせて、地区社協会長及び自治会長
を通じて、日本赤十字社活動資金の募集をお願いいたしま
した。その結果をご報告いたします。
皆様のご協力、誠にありがとうございました。

令和２年度 日本赤十字社

活動資金募集結果
一般活動資金（令和2年8月末現在）
熊
谷
地
区

地区別
中
東
西
南
北
大里地区
妻沼地区
江南地区
合
計

央
部
部
部
部

合計（単位：円）
1,614,680
1,882,160
2,681,423
1,260,080
2,278,015
482,300
1,269,581
696,230
12,164,469

日本赤十字社は、皆様からお寄せいただいた活動資金等を財
源として、国内の災害救護活動をはじめ、資機材や救援物資の
整備、心肺蘇生・AED 等の講習普及事業、ボランティアの育成、
国際活動、医療・血液事業等赤十字活動を展開しています。また、
新型コロナウイルス感染症患者への医療救護活動にも使用して
います。
これらの活動は、皆様からご協力いただいた活動資金によっ
て支えられています。

特別活動資金としてご協力いただいた方々を掲載しています。
（株）奈良電器

吉見商事（株）

（株）新井組

秩父鉄道（株）

くまがや農業協同組合
（医）森医院
武田清美
（株）ネクスト

（医）同愛会

熊谷外科病院

うぶごえ会ティアラ21女性クリニック

（株）時田工務店
（医）仁正会

（有）トータルケアサポート

（敬称略・順不同）

（株）八木橋

秋浜医院

けぶさ歯科医院

西松建設（株）

（有）飯野運輸倉庫

新井医院

（福）清風会

新井冨士夫

福祉医療センター太陽の園

山川工業（株）熊谷工場

アールケー・ジャパン（株）

熊谷遊技業組合

熊谷観光ゴルフ（株）

ソーセツエンジニアリング（株）

ムサシ産業機械（株）

埼玉精機（株）

日立金属（株）熊谷事業所

JFE 建材（株）熊谷工場

理研精工（株）

埼玉相和（株）

（株）熊谷環境分析センター
（株）オキナヤ

リンテック（株）熊谷工場

和田

（株）ヘリテイジリゾート

（株）協和テクニカ

隆文

（株）タカネ風土

ゼリア新薬工業（株）埼玉工場

日本ファブテック（株）

（株）平松

（株）森緑園

小林建材工業（株）

（有）妻沼環境センター

（株）秋山農機

東工業（株）妻沼事業所

日栄電機（株）

野村陸運（株）

協和真空技術（株）

福田計器（株）

（株）妻沼清掃社

サカエゴム工業（株）

（株）吉坂製作所

（株）リード
（株）沢田本店
埼玉縣信用金庫

日清シスコ㈱

東京工場

生産管理課

四季の湯温泉

兼立電工（株）

能美防災（株）

総務グループ

令和2年6月1日〜令和2年8月31日

〇日栄電機 株式会社 様
〇有限会社 ヘルパーステーション 様

100,000円

〇石川 由夫 様

100,000円

〇電気保安法人 有限会社 石川電気 様
〇水野 とよ子 様
〇関口 隆司 様

日栄電機㈱影近健太郎社長

熊谷支所 TEL 048-521-2735

社協 松永会長

2,000,000円

20,000円
児童用紙おむつ 1,200枚
ビデオカメラ

１台

皆様のご協力、誠にありがとうございました。

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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市民後見人養成講座
（基礎課程）

日

時

場
対
定

所
象
員

令和2年（2020）10月

誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らせる地域づくりを目
指すため、成年後見制度の担い手として、「市民後見人」を養
成する研修会を深谷市社協、寄居町社協と合同で開催します。

11月21日㈯・28日㈯、12月5日㈯・12日㈯
概ね9：00～16：00（回によって時間は異
なります）
別府公民館（熊谷市西別府2252-2）
熊谷市在住・在勤の20歳以上の方
20名（先着順）

募集

介護職員

参加費 無料
※テキスト代4,950円をご負担願います。
申込み テキスト代を持参し、お申込みください。
締切り 10月16日㈮
申込み・問合せ 熊谷市成年後見センター（熊谷支
所内） TEL 048-521-2735 FAX 048-523-6898

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

訪問介護事業所

※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。

登録ヘルパー
【資

格】次の❶〜❸のうちいずれかの資格を有する方

新人ヘルパーさんから

❶介護福祉士
❷介護職員基礎研修又は養成研修1級もしくは2級

よくある質問

の修了者
❸介護職員初任者研修又は実務者研修修了者
【賃

利用者のお宅に一人で伺うのが不安です！

金】1,209円〜（1時間あたり）
資格手当1,000円／月（介護福祉士の場合）
別途、地域手当、移動手当、土曜・祝日手当、時
間外手当、研修手当等

【待

初めての訪問先は、サービス提供責任者が
同行します。また、先輩ヘルパーの仕事を
見学しながら引き継ぎをしていきます。

遇】有給休暇（当協議会規定による）

調理は得意でないのですが…。

自宅からの直行直帰が可能。
【時

間】月曜日~土曜日

8:00~19:00の間（シフト制の週19

時間以内、週1回1時間からでも可）
申込み・問合せ
ミュニティ

熊谷介護事業所 熊谷市本町1-9-1

市立コ

センター内 TEL 048-523-9944

掃除・洗濯や買物代行等のサービスが中心
の訪問先をご紹介いたします。また、入浴
やおむつ交換等の身体介護の経験が豊富
な方には、その技術を生かせる訪問先をご
紹介します！

社協老人デイサービスセンター

自分の得意なサービスか
ら少しずつ経験を積んでみ
てはいかがでしょうか？
お問合せをお待ちしてお
ります！

介護職員
【業務内容】利用者への介護
【資

格】次の❶～❸のうちいずれかの資格を有する方
❶介護福祉士
❷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
❸介護職員初任者研修又は実務者研修修了者

【賃

金】時給

951円

資格手当1,000円／月（介護福祉士の場合）
別途、地域手当、通勤費（片道2km以上の場合）、 研修手当等
【待

遇】有給休暇（当協議会規定による）

【時

間】月曜日～土曜日

【登

録】登録を希望する方は、登録申込書（様式第１号）に必要事項を記入の上、社会福祉協議会事務局に持参

8:15～17:30の間（シフトで決まります）週４日、29時間以内

してください。登録申込書は熊谷市社会福祉協議会事務局、各支所で配布しています。
申込み・問合せ

熊谷市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 FAX 048-589-1111

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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令和2年（2020）10月

生活支援コーディネーター近況報告
第2弾
ご近所同士の交流の場

あんしん
（安新）市場

に・・・）
その後の開催日は雨

毎週火曜日

に悩まされたり、猛暑

成田北部自治会▶10:15～10:45
成 田 山 自 治 会▶11:00～11:45

にたたられたりしまし
たが、みなさん時間

成田山自治会に続き、6月2日(火) 成田北部自治会に

になると買い物に来てくれました。「楽しみなの。」

て、「あんしん市場」がOPENしました。あいにくの雨

「助かるわ。」「この前買った小玉スイカが美味しか

でしたが、成田北部自治会：廣島会長を始め、自治会の

った。」等の声が聞かれ、熊谷青果市場、青果商組合

方々の協力もあり、沢山の方々がマスクをして、手には

の方々も、お客さん一人ひとりに笑顔で対応していま

傘を持ち開店を待っていてくれました。（ちょっとした

した！

雨の中でも、こんなに沢山の方々が待っていてくれました。

※新型コロナウイルス感染予防・熱中症対策、従来のインフルエンザ感染予防と課題は
盛り沢山です。「こんな時こそ、地域でできること」一緒に考えましょう。

令和元年度
医療
533

派遣件数
教育
31

「様子を見に来たよ」と毎回
来てくれます♥
成 田 山 自 治 会：岡田会長
成田北部自治会：廣島会長

（単位：件）

職業
51

生活
187

その他
132

合計
934

派遣のエリアは、原則埼玉県内ですが、県外の場合は、ご相談く
ださい。（秘密を守ります。）

FAXは24時間自動受信です。返信が翌日にな
ることがあります。

老人福祉センターからのお知らせ
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3月7日から臨時休館していましたが、「新しい生活様式」による新
型コロナウイルス感染防止対策を徹底したうえで、7月1日から再開しています。
今後も引き続き、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、ご理解とご協力をお願いい
たします。
●入館時、体温測定、確認票の記入をお願いします（37.5℃以上の発熱の方は、入館をお断りします。）
● マスクを着用ください。（着用しない場合は入館できません。）
● 入口で、手指の消毒をしてください。
● 密集を避けるため、入館・入浴人数を制限しています。
● 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。
● 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。
● カラオケ、囲碁、将棋、卓球台、バンパーゲームの使用を休止します。
● ドアノブ等の定期的消毒及び館内換気をします。
その他、各センターの状況により、使用制限等がありますが、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、熊谷市役所長寿いきがい課におたずねください。
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
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ボランティアの

令和2年（2020）10月

ランドセルや文房具を寄附しよう！
思い出のいっぱい詰まったランドセルや未使用の
文房具を、アフガニスタンの子ども達に寄附しませ
んか。

おうちボランティア♪

※海上輸送代の一部として千円の負担を
お願いしています。

使用済み切手・書き損じはがきを集めよう！
切手は、封筒等からはがさず

入れ歯の金属部分には、貴金属が使われています。

に、切手の周囲1cm位、消印を
残して切り取りお持ちくださ

1cm

い。深谷市の「養護盲老人ホー
ムひとみ園」へ寄託し、施設の
拡充などに役立てられます。
まわりは1cmのこしてね！

回収先

その入れ歯、捨てないで！

社協・各支所にて

※入れ歯の回収ＢＯＸは、市役所１階エレベー
ター横にもあります

友愛 【もしもし通信】
電話 お届けしました
新型コロナウイルス感染症の影響で、今秋の“友
愛電話交流会”を中止しました。
1年に１度の交流会を楽しみにしてくださってい
る方が多いことから、今年度は、交流会の代わりに

このリサイクルによる収益は、ユニセフを通じて世界
の子ども達の支援に使われます。
※金歯・銀歯・歯と歯をつなぐブリッジもお預かり
します。
ペットボトルキャップを集めよう！
ペットキャップ約4,300個で1人分のポリオワク
チンになります。世界の子ども達の支援だけで
なく、ゴミの減量やCO2削減にも繋がります。

ボランティア連絡会だより
ボランティア
「こもれびの会」
ボランティア「こもれびの会」は発足26年。
夏は青少年育成サマーキャンプ、冬はスキー教室のほ
か児童館でのジャンボ紙芝居披露や熊谷駅新幹線構内で
は福祉アート展を行っています。

【もしもし通信】を作成し発送しました。普段の電

また、ボランティ

話での会話風景や電話ボランティアさんの紹介な

ア情報誌「かりん」

ど、情報が盛りだくさん！

は100号を記念し、

今後の友愛電話が一層盛り上がりそうです。

昨年カラーリニュー
アルしました。
コロナの影響で活
動が制限されていま
すが、これからも“こもれび”のようにあたたかく人にふ
りそそぎ、やさしい気持ちで共に喜び、感動できる活動
を続けていきたいと思っています。
活動日・活動場所については、HPをご覧ください

http://www.komorebinokai.com

問合せ

ボランティアセンター

★ＨＰをリニューアル！ぜひご覧ください。 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

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

第31回 熊谷ふれあい広場

開催中止
について
地域歳末
たすけあい

令和2年7月1日発行、社協だより第58号でお知らせしまし
た「第31回熊谷ふれあい広場」は、新型コロナウイルス感染
症の感染拡大防止の観点から、今年度の開催を中止させてい
ただくことになりました。
楽しみにしていただいていた皆様には、誠に申し訳ござい
ませんが、ご理解いただきますようお願いいたします。

慰問金を交付します

❶対象者 次のいずれかに該当する方
⑴ 遺児手当受給者
10月1日現在で遺児手当受給者として、認定
されている方
⑵ 在宅障害児等
12月31日現在で20歳未満でアイウのいずれ
かに該当のする方または特別児童扶養手当証書
を交付されている方
ア 身体障害者手帳1級・2級
イ 療育手帳 A ・A・B
ウ 精神障害者保健福祉手帳1級・2級
⑶ 児童扶養手当の受給者である小学校入学児童
養育者
10月1日現在で児童扶養手当受給者として、
認定され、次年度小学校に入学する児童を養育
されている方
⑷ 在宅ねたきり高齢者
10月1日現在で在宅ねたきり（認知症）高齢
者台帳に登録されている方
⑸ 里親
10月1日現在で埼玉県から里子の養育を受け入
れている方
❷交付額 10,000円（8,000円＋コロナ対策として2,000円）
❸申請方法 上記❶の⑴〜⑶及び⑸に該当する方
は、12月1日㈫〜12月28日㈪までに各支所で申
請してください。（平日8：30〜17：15）
※⑷に該当する方には、地区の民生委員・児童委
員、地区社協会長がお届けします。
❹申請に必要なもの
⑴ 証明となる書類
⑵ 印鑑

問合せ

熊谷市社会福祉協議会
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令和2年（2020）10月

令和2年度 ファミサポ講座
開催中止について
今年度予定しておりました講座は、新型コロナ
ウイルスの感染拡大防止を図るため、また、会員
の皆様の安全確保を最優先とし、
全日程を中止することといたしまし
た。参加を予定してくださっていた
方には大変申し訳ございませんが、
ご理解をお願いいたします。
問合せ先
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

TEL 048-521-0999

子育てサロンのお知らせ
日時

11月9日㈪
10：00～11：00
場所 熊谷市江南勤労福
祉センター講習室
内容 紙芝居・手遊び他
参加の際には、マスクの着用をお願いします。

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。
状況により、中止する場合があります。
申込み・問合せ 江南支所 TEL 048-536-7310

☎ 048（588）2345 ㈹

FAX 048（588）2815

