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コロナ禍

夫
工
して！

でも

感染予防に気を付けながら
「子育てサロン」を開催いたし

ました。この日のプログラムは大きな紙芝
居と手遊びです。マットで仕切りソーシャ
ルディスタンスを守りながら楽しく過ごす
ことができました。

子育てサロン
のお知らせ

みなさまの参加を
お待ちしています♪

日 時 2月8日㈪ 10:00〜11:00
場 所 市立江南勤労福祉センター講習室
内 容 手形をとってみよう！
申込み・問合せ 江南支所 TEL 048-536-7310
参加費 無料
★参加の際には、マスクの着用をお願いします。
★準備の都合上、事前申込みをお願いします。
※新型コロナウィルス感染症の感染拡大の状況により
中止する場合があります。

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。

「新しい生活様式」のもと、引き続き、感染防止対策を

市民の皆様には、健やかに輝かしい新年をお迎えのこ

徹底しながら、適切な事業運営に努めてまいりたいと考
えております。

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

高齢者の長寿命化と高齢者人口の増加が続く中、「人

て、格別なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げ

生100年時代」と言われておりますが、判断能力の低下

ます。

した方が増えていることに対応した取組として、当協議

さて、令和の時代となって2年目の昨年は、まさに

会では、一昨年4月、「熊谷市成年後見センター」を開

「新型コロナウィルス感染症」に席捲された一年でし

設し、昨年から「法人後見」を受任いたしました。各分

た。その前年の12月から中国の武漢市に端を発した感染

野の専門的知識を持った運営委員の皆様からの貴重なご

が瞬く間に、世界中に拡大し、ここ日本でも、尊い人命

意見をいただきながら、内容充実に努め、今年度以降も

が失われ、感染拡大防止のため各種のイベントが中止と

「市民後見人」のさらなる育成にも取り組んでまいりま

なり、施設も休館を余儀なくされました。

す。

ゆっくりお花見もできないまま、緊急事態宣言が出さ

また、今年は、熊谷市と協働して策定した「第3次地

れ、外出自粛を迫られることとなり、当協議会において

域福祉計画・地域福祉活動計画」の計画期間の中間年と

も、指定管理を受託しております4か所の「老人福祉セ

なることから、進捗状況を検証の上、引き続き地域の皆

ンター」が、3月7日から休館となったほか、ボランティ

様とともに各種事業にしっかり取り組んでいくことで、

ア体験事業や福祉の心を育む交流事業、ふれあいいきい

計画の基本理念であります「一人ひとりが安心して暮ら

きサロン等、多くの事業が中止・縮小又は実施方法の変

せる福祉のまち」の実現に向けて、着実な一歩を進めて

更などを行わざるを得ませんでした。

まいりたいと考えております。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

その後、うちわ祭や花火大会などの中止が決定される

げます。

中、老人福祉センターにつきましては、入館者の皆様に
は様々な制限の下でのご利用をお願いしながら、7月か

結びに、新しい年が、皆様にとりまして、希望に満ち

ら利用を再開し、その他の事業につきましても、感染防

た幸多い、輝かしい年となりますよう、心からご祈念申

止対策を講じた上で、徐々に進めてまいりました。

し上げ、新年のあいさつといたします。

未だ、コロナ以前のようには戻っておりませんが、

令和2年度

受賞

おめでとう
ございます

熊谷支所 TEL 048-521-2735

令和２年11月11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。
・埼玉県知事表彰
・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）
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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市民後見人養成講座 基礎課程

を開催しました

昨年11月21日〜12月12日の毎週土曜日、市立
別府公民館にて市民後見人養成講座【基礎課程】
を開催しました。深谷市・寄居町との合同開催
は、今回で２回目となります。
成年後見制度について初めての方も多く、初回
は皆さん緊張されていたようです。講義では、成
年後見の基礎やそれに関わる制度のしくみ、そし
て市民後見人の活動や役割など、様々な分野を
学びました。受講生の皆さん、４日間にわたる講
義、大変お疲れ様でした。

熊谷市成年後見センターから
熊谷市成年後見センターでは、成年後見制度による支援を必要とする方が適切な制度の利用等がで
きるよう、市民をはじめ、関係機関等からの成年後見制度に関する相談に対応しています。
事前にお電話等でご連絡ください。
一般相談

月〜金曜日（祝日・年末年始を除く）8:30〜17:15

専門相談

第2・第4木曜日13:00〜16:00

受付時間

月〜金曜日（祝日・年末年始を除く）8:30〜17:15

TEL 048-521-2735 FAX 048-523-6898
メール：k-sisyo@kumagaya-shakyo.jp
ホームページ http://www.kumagaya-shakyo.jp 熊谷市成年後見センター

あたたかい心のご寄附を
いただきました 令和2年9月1日〜11月30日
●電気保安法人

有限会社石川電気 様
20,000円
●埼玉トヨペット株式会社 熊谷肥塚支店 様
アルファ米（各種）297個
水（1.5ℓ×6本）25ケース
災害用トイレ(4個入) 2ケース ほか
●柏瀬 祥一 様
お米5㎏

皆様のご協力、誠にありがとうございました。

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 !
昨年も23個のご寄附をいただき、公益財団法人ジ
ョイセフを通じてアフガニスタンの子どもたちに届
けました。当協議会では、平成19年から、これまで
808個の「思い出のランドセル」を届けています。
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。
※海上郵送代の一部として千円
の負担をお願いしています。

申込みは、電話または直接熊谷市社会福祉協議会事務局
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
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感謝と応援メッセージ

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。
今後も介護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。
●60歳代 砂漠に不時着した飛行士
感染リスクの中、皆さんが介護の仕事を続けてい
るおかげで、家族は、社会活動を継続することがで
きます。社会を支える重要な仕事です。今こそ、感
謝の気持ちを伝えましょう。ほんとうに、ありがと
うございます。
●60歳代 遠い国に行った母を想う娘
高齢者に感染させないため、家族や自身の健康管
理に努め、いつも細心の注意を払いながら、介護の
仕事に携わり、気の休まるときがありませんね。利
用者もその家族も、ほんとうに感謝しています。あ
りがとうございます。

●別府小6年 匿名
コロナ禍で大変な中、毎日介護をしてくださりあ
りがとうございます。陰ながら応援させていただき
ます。御身体に気をつけてください。
●別府小6年
介護従事者のみなさん、コロナウイルスが流行し
ている中、コロナに感染する恐れがあるのにご年配
の方々の介護をありがとうございます。応援してい
ます。頑張ってください。

●熊谷南小5年 齋藤 莉
祖父の家に行くと、『ひぃおばあちゃんの面倒を
見てくれてありがたいな。』とよく祖父が言ってい
るのを耳にします。本当に大変な時期ですが、お体
にお気をつけてください。
●熊谷南小6年 舩生 望愛
介護従事者の皆さんへ。今、かこくな中で新型コ
ロナウイルスと戦って仕事をしていてすごいと思い
ます。私も感染しないように気をつけます。これか
らもがんばって下さい。

●荒川中1年 中山 碧
僕は新型コロナウイルスに気をつけながら、生活
しています。こまめな手洗いなどをしていますが、
コロナになってしまう人が多いのに、闘う介護従事
者のみなさんはヒーローです。これからも頑張って
ください。

●熊谷南小6年 大嶋 悠里菜
毎日、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。私も、手洗いうがい、消毒をし
っかりしていきます。これからもがんばってくださ
い。

●荒川中1年 鈴木 愛
感染が拡大し、終りの見えない日々の中で私達の
ために働いてくださりありがとうございます。今私
達にできる事をしっかりと行い、医療・介護従事者
の皆様への感謝を忘れません。

●熊谷南小6年 瀬山 瑠依
毎日、新型コロナウイルスと戦ってくださりあり
がとうございます。毎日感染者が増えていて大変で
すが、コロナウイルスに負けずにがんばってくださ
い。いつもありがとうございます。

●荒川中1年 吉澤 美優
このコロナウイルスというこわいウイルスのため
に、いつも闘っていただき本当にありがとうござい
ます。私も介護従事者の方々を見習って、コロナに
感染しないようきちんと対策したいです。

●熊谷南小5年 川合 響
いつも介護が必要な方を支えてくださりありがと
うございます。ぼくは、いつも介護しているのがと
てもすごいと思います。お体を大切にしてコロナに
負けずがんばって下さい。

●荒川中1年 田代 貴之
今、新型コロナウイルスがひろまっている中、ぼ
くたちは予防くらいしかできないけど、お体に気を
つけて、これからもがんばってください。応援して
ます。

●熊谷南小5年 野口 健太
介護従事者の皆さまお疲れさまです。皆さんは、
おとしよりの人を助けてくれるヒーローだと思いま
す。これからもお体に気をつけてがんばって下さ
い。

●9歳 リザードン
老人ホームではたらいている皆さん、コロナにか
かったら重しょうかするリスクが高いおじいちゃ
ん、おばあちゃんのめんどうを見てくださってあり
がとうございます。みんなの力を合わせて、このじ
きをのりこえましょう。

●荒川中3年 小林 堅太路
あまり目立たない場所で、いつもがんばって下さ
りありがとうございます。私に今できることは予防
なので、きちんと行いたいと思います。お体に気を
付けてお過ごし下さい。

●熊谷南小5年 津田 愛莉
介護施設で働いているみなさま、お疲れ様です。
毎日、感染対策をてっ底した中で注意をはらいなが
ら介護の仕事をされていると思います。無理をせず
がんばってください。

●別府小6年
介護従事者のみなさん、日々私達の見えないとこ
ろでコロナに立ち向かい仕事をしてくれることで、
たくさんの人が助けられています。今は大変だと思
いますが、がんばってください。応援しています。

●荒川中3年 根岸 由優菜
介護従事者のみなさん、世の中がコロナウイルス
で自粛やリモートをしている中、休まず仕事して下
さり、ありがとうございます。これからもお体に気
をつけて頑張って下さい。

●熊谷南小6年 田島 瑞己
介護従事者の皆さんへ。今、新型コロナウイルス
がはやっている中、たくさんの人を介護するために
がんばっていただきありがとうございます。お身体
を大切にしてください。

●別府小6年
介護従事者のみなさんへ感謝と応援メッセージを
送ります。このコロナウイルスの中、一生けんめ
い、働いてくださって、本当にありがとうございま
す。これからも、がんばってください。

●荒川中3年 加藤 あゆみ
介護従事者の皆さま、新型コロナウイルスにかか
る危険性がありながらも、従事してくださりありが
とうございます。皆様の負担を減らすためにも、私
は感染対策にしっかり取り組みます。

●熊谷南小6年 櫻澤 琢海
介護従事者の皆様、毎日お仕事お疲れ様です。僕
もマスクの着用や手洗いうがいは必ずするというこ
とに、気をつけながら生活をしようと思います。ど
うか、お体に気をつけて下さい。

●別府小6年 友愛
みなさん毎日おつかれ様です。私は、コロナのえ
いきょうをうけている、かいごじゅう事者のみなさ
んに大変感謝しています。これからもがんばってく
ださい。応援しています。

●荒川中3年 和久井 俊助
新型コロナウイルスと闘い、介護をして下さって
いる皆さま、本当にありがとうございます。僕たち
が安心して過ごせているのは、皆さんのおかげで
す。どうかこれからもがんばって下さい。

●熊谷南小6年 保科 亜里沙
介護従事者の皆様お疲れ様です。今、新型コロナ
ウイルスが流行り大変だと思いますが、私たちと共
に新型コロナウイルスと闘っていきましょう。くれ
ぐれもお体に気をつけてください。

●別府小6年 ほのか
新型コロナウイルスが流行している中で、介護の
仕事を続けてくださりありがとうございます。まわ
りには介護の仕事がつらくてやめてしまう人がいる
と思いますが、がんばってください。

●50代 未来に希望を抱く中年男子
利用者の方々の命を守りつつ、日々コロナと闘っ
ておられる介護従事者の皆様に感謝しております。
まだまだ厳しい状況ですが、これからも穏やかな心
を大切にご活躍願います。

●熊谷南小5年 A.O
毎日、高れい者の方をコロナから守りながら介護
されているみな様へ。ぼくのお父さんも同じ仕事を
しているので大変だけど、命を守る大切な仕事だと
知っています。がんばってください。

●60歳 飯村 康夫（病院職員）
熊谷市の介護施設、障害者施設で働く皆様に心か
ら感謝をします。コロナ禍で環境が大変ななかでの
業務には人一倍の労力が必要です。尊敬する仕事で
す。
●Ｔ.Ｔふくしのまち
介護は、人生の先輩に対する恩返しであり、そ
れぞれ役割をもったスタッフの集まりによって、
成り立っている事を学びました。どうか、現場で汗
をかいているスタッフがハッピーになれるよう、そ
して、介護事業が将来にわたり、良い方向に行くよ
う、私も声を上げていきます。
●70歳 きみよ
介護従事者の皆様お疲れ様です。私の両親も以前
介護施設で、お世話になりました。いつも笑顔で接
して頂き、本当に頭の下がる思いでした。今年は、
コロナ、インフルと、ダブルで大変でしょうが、お
身体に気をつけて下さい。ありがとうございます。

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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●大麻生小5年 小山田 柚妃
きびしいかんきょうの中で、高れい者のお世話が
大変ですが、おねがいします。がんばってくださ
い。

●熊谷南小5年 竹村 魁砥
介護従事者のみなさん、毎日コロナウイルスとた
たかっていただきありがとうございます。ぼくたち
も、学校などでのたいさくをしっかりしたいと思い
ます。
●大麻生小5年 松沢 杏
介護従事者のみなさま、高齢者のお世話おつかれ
さまです。この高齢者の中で、コロナウイルスのか
たが、いつでるのか分からないけど、その中で、や
りつづけるのは、すごいと思います。これからも高
齢者のお世話よろしくおねがいします。
●大麻生小5年 川渕 歩希
今、仕事をがんばっている人たち、本当におつか
れ様です。高れいしゃのために、仕事をがんばって
くださりありがとうございます。応えんしていま
す。
●大麻生小5年 四分一 晃希
ぼくは、まだ五年生だから介護従事者の方々にお
せわになったことはないけれど、これからも高齢者
の方々のお世話を、よろしくおねがいします。ずっ
と応えんしています。
●大麻生小5年 柿沼 美羽
高齢の方のお世話おつかれ様です。おしごとでい
ろいろあるかもしれないけど、がんばってくださ
い。応援しています。

●大麻生小5年 志村 拓音
コロナウイルスで大変な中、介護をしてくれてあ
りがとうございます。ぼくは、介護をしている人た
ちに感しゃします。本当にありがとうございます。
これからもがんばってください。
●大麻生小5年 中嶋 渓仁
新型コロナウイルスというきけんな状きょうの中
で、お年よりに寄りそい、かい護することをがんば
ってください。応えんしています。
●大麻生小5年 谷 芽在
新型コロナウイルスの中、介護をしてくださりあ
りがとうございます。わたしは、コロナウイルスの
ためマスクをぜったいに付けて生活をします。コロ
ナウイルスに気を付けてがんばってください。
●大麻生小5年 渡邉 円花
新型コロナウイルスのとき、いろいろなしごとを
がんばってくれてありがとうございます。コロナの
ときは大変だけど、おとしよりを守ってコロナにか
からないようにがんばってください。
●大麻生小5年 千代田 琴美
今、新型コロナウイルスがはやっている中、おと
しよりを守ってくれて本当にありがとうございま
す。私は、できることを考えて行動し、がんばろう
と思います。これからもがんばってください。

●大麻生小5年 本間 獅人
今新型コロナウイルスで大変ですが、介護従事者
さんたちは、大丈夫ですか。今は、大変な時期です
が新型コロナウイルスにかからないようにがんばっ
てください。ぼくらもしっかりと手洗いうがいをし
てコロナウイルスにかからないようにしますので、
介護従事者の皆さんもがんばってください。応えん
しています。
●大麻生小5年 佐藤 心
今、コロナで大変なのに、おじいさんやおばあさ
んの介護ありがとうございます。コロナにならない
ように、きをつけてください。わたしは、マスク、
消どくをします。
●大麻生小5年 野口 美月
コロナウイルスの中、お年よりの介護ありがとう
ございます。わたしたちもコロナの中大変ですが、
がんばって勉強します。介護従事者のみなさんも病
きに気をつけて健康でいてください。
●大麻生小5年 鯨井 祈
コロナ禍の中、お年寄りの介護をありがとうござ
います。介護従事者さんたちも、コロナにかからな
いように、消毒やマスクで予防して、お仕事がんば
ってください。
●大麻生小5年 増田 航平
介護従事者の方々、新型コロナウイルスがはやっ
ている中、介護をしてくださりありがとうございま
す。介護従事者の方のおかげで、高れい者の方は助
かっています。これからもがんばってください。

全部で81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。

～赤い羽根「つながりをたやさない社会づくり」
～ 重点助成事業の配分を受けて配備しました。

災害時の必需品

マグネシウム
空気燃料電池

“いざ“というときに水を用意するだけで、ス
マホの充電ができる電池を２台配備。
これにより、万が一の事態に備えて、非常用備
品の充実を図ることができました。

ケアマネージャーからの事例報告❷
〜訪問リハビリテーションによる筋力維持について〜
Bさんの事例を紹介します
2年前に入院した際に急激に足の
筋力が低下したため、介護保険の申

のでは？という意見が出てきまし
た。
そこで週一回の訪問リハビリテー

請をしました（要介護1）
退院後は週2回、通所リハビリを

ション（病院や施設からリハビリの

利用し、自宅に手すりを設置する住

専門職が自宅に訪問し、筋力を低下

宅改修をおこないました。

させない機能訓練や日常生活の家事

外出時の移動は問題なかったので

や作業が行えるよう状態にあったリ

すが、自宅内で座った状態から立ち

ハビリをおこなうサービス）を導入

上がる際に時間がかかることがわか

し、定期的にリハビリをおこなって

りました。本人・家族・サービス事

おり、現在は大きな筋力低下もなく

業所で話し合い、施設でのリハビリ

自宅で過ごされています。

の他に自宅内でのリハビリが必要な
介護保険やサービスに関する
相談・お問合せは
熊谷支所 TEL 048-521-2735

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）
熊谷南部居宅介護支援事業所（江南行政センター1階）

大里支所 TEL 0493-39-0471

妻沼支所 TEL 048-588-2888

TEL 048-588-2549
TEL 048-536-7667

江南支所 TEL 048-536-7310

くまがや社協だより
令和
2年度

熊谷市社協特別会員のご紹介

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
ケアハウス 神根苑
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
NPO 法人 熊谷市身体障害者福祉会
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
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
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
みたけ保育園
スダナ保育園
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
道ヶ谷戸愛児園
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
株式会社 熊谷清掃社
有限会社 妻沼環境センター
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
村岡茶楼
デイサービスほのか
グループホームあすか村
株式会社 髙橋医科器械店
社会福祉法人 熊谷礎福祉会 ララク遊
熊谷福祉の里 クイーンズビラ
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

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―

秩父鉄道観光バス 株式会社
足利銀行 熊谷支店
株式会社エミール介護センター老人ホーム五合苑
特定非営利活動法人 自立生活ｾﾝﾀｰ遊 TO ピア
社会福祉法人たんぽぽ福祉会 熊谷たんぽぽ
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 ダスキンサーウ北関東ダスキンちちぶ
株式会社 TOEI 埼玉
有限会社 ティオーエム企画福祉用具貸与事業部
株式会社 リード
能美防災メヌマ工場
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
株式会社 博文社
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
サンシティ熊谷
合同会社 重度訪問介護サービスつむぎ
埼玉トヨペット株式会社 熊谷肥塚支店
有限会社 松本文具店
日清シスコ 株式会社 東京工場
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 ヴァレオジャパン
株式会社 井ノ瀬運送
秩父観光興業 株式会社
かみのデイサービス
ティーシートレーディング 株式会社
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
熊谷産業 株式会社
スマイルケアセンター
ひろせの森
新和機設 株式会社
Knet 株式会社

熊谷通運株式会社

（6）

令和3年（2021）1月

前澤化成工業株式会社

大里支所 TEL 0493-39-0471

令和 2 年 11 月末現在 （敬称略・順不同）
江南工業 株式会社
江南クレーン教習所
松本医院
宗教法人 静簡院
富士電子 株式会社
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
訪問介護こころ粋熊谷
有限会社 内田運送
株式会社 福田商店
株式会社 熊谷紙業
山光化学 株式会社
宗教法人 寶憧寺
松岩寺幼稚園
鎌塚自動車 株式会社
宗教法人真光寺
有限会社 江南電気
株式会社 小嶋衛生社 熊谷営業所
宗教法人 浄安寺
有限会社 柴田製作所
株式会社 橋亀建設
大塚硝子建材 株式会社
有限会社 川本清掃社 江南支店
宗教法人 釈迦寺
江南ゴルフクラブ
宗教法人 文殊寺
株式会社 根本製作所
特別養護老人ホーム 虹の郷
江南会 障害者支援施設熊谷
ダイアナデイサービスセンター
ブルーバードホーム 江南愛の家
有限会社 ヘルパーステーション
株式会社 協和テクニカ
有限会社 大久保電気
宗教法人 保泉寺
株式会社 マツモト設備
セブンイレブン埼玉江南店
株式会社 コバヤシ
野口商店
おおぬま愛の家
宗教法人 常安寺
宗教法人 宝光寺
有限会社 深沢製作所
宗教法人 普門寺
株式会社 太平洋クラブ 江南コース
株式会社 ミトヨホースパイプ事業部
株式会社 タクマテクノス
児童養護施設「江南」
K ファミリー千代
新栄工業 株式会社
仁平歯科医院
仁和会 埼玉江南病院
株式会社 いなげや 大里江南店
マツダオートザム江南店
株式会社 オキナヤ 熊谷本店
埼玉縣信用金庫 江南支店
NEWLAND
デイサービス一期の家 熊谷曙町
株式会社 サンオート
有限会社 榧園商事 根岸友憲
赤石 好康

有限会社深沢製作所

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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ファミリー・サポート・センター
からの

お願い

令和3年（2021）1月

令和2年度

社協会費募集結果報告

令和2年7月から9月までの3か月間、社協会員の募集推進月間と
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、ご協力いただ

援助会員

募集中
です。

会員の皆様には、コロナ禍においても、温かい

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
付事業や子育て応援相談事業な
ど、地域福祉推進のため活用さ
せていただきます。

ご支援・ご協力に感謝申し上げます。

地区別
合計

賛助会員
（口数）

特別会員
（口数）

中央

5,637

11

30

1,853,141

東部

7,284

4

29

＊活動中はマスクを着用しましょう

2,334,300

＊手洗いや手指消毒をしましょう

西部

8,018

8

19

2,508,990

南部

4,303

3

7

1,329,100

北部

8,909

3

33

2,841,010

大里地区

2,319

24

3

734,700

妻沼地区

5,464

39

34

1,902,100

江南地区

2,874

21

69

1,228,200

9

10

59,000

122

234

14,790,541

熊谷地区

しょう

＊発熱など体調不良の際は、活動を
控えましょう
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

TEL 048-521-0999

会費実績

普通会員
（口数）

活動前には、以下のご確認をお願いいたします。
＊活動前に検温をするなど、健康チェックをしま

令和2年11月末現在

令和2年度

市

外

合

計

44,808

会費
（円）

老人福祉センターからのお知らせ
当協議会では、市から指定管理者として、「別府荘」、「上之
荘」、「ひかわ荘」、「江南荘」の四つの老人福祉センタ－の管理
運営を行っております。
施設内には集会室、娯楽室、浴室、訓練室、相談室などがあり、
高齢者などの健康増進や教養の向上及びレクリエ－ションの場とし
て、ご利用いただいております。
※現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、入館人数の制限、検温、入浴については
時間を割り振り人数の制限、また施設利用の制限等を行ったうえで運営しております。ご理解と
ご協力をよろしくお願いいたします。

施設概要
施設名

所在地

電話番号

入館人数
の上限 ※

1回あたりの
入浴人数・回数

別府荘

熊谷市西別府583番地1

048-532-2020

50名

5名・6回

上之荘

熊谷市上之3022番地1

048-525-6964

60名

4名・6回

ひかわ荘

熊谷市弥藤吾1755番地

048-588-2600

70名

5名・6回

江南荘

熊谷市千代118番地1

048-536-5600

70名

5名・6回

※ 上記の「入館人数の上限」は、１日あたりの延べ人数ではなく、来館時点での入館者数の上限となります。
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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令和3年（2021）1月

生活支援コーディネーター近況報告

第3弾

今日の特売品

協力：㈱熊谷青果市場・青果商組合

自治会

京成熊谷上之

あんしん
（安新）市場
成田山、成田北部自治会に続き、10月27日㈫11時45

型コロナ感染予防を考慮し、

分、京成熊谷上之自治会 第2公園脇において、鎌本自

混雑を回避するため会計を2ヶ所にし、

治会長の合図とともに「あんしん市場」がOPENしまし

入場人数を調整しながら販売を行いました。中には一度

た。自治会の方々の協力もあり、OPEN前から沢山の

家に戻り「リンゴが美味しかったからまた買いに来た」

方々（約80名）が待っていました。ビックリ！です。新

という方もいました。

販売
ルート

毎週火曜日（祝日除く）
❶成田北部（10:15）▶ ❷成田山（11:00）▶ ❸京成熊谷上之（11:45）

青空の下「あんしん市場」大盛況でした♥

重い荷物は一緒に♥

♥鎌本会長（右）
｢あんしん市場｣周知等全面的
に協力
♥岡田会長（左）
成田山地区販売終了後、忙し
い中様子を見に来てくれます。

ウエルシア薬局㈱共催

「からだ測定会」実施
10月9日㈮、ウエルシア薬局㈱ 籠原南店･箱田2丁
目店において「ウエルカフェ」※誰もが気軽に集
い、語れる場

地域協働「コミュニティ」を利用し
▲籠原南店 10：00 ～ 12:00

た「からだ測定会」が開催されました。台風14号の
影響で朝から雨となり、来客者の足を心配していましたが、一時は「三密」を
防ぐため人数制限するほどの賑わいでした。測定結果に対しての専門職からの
アドバイスもあり「こんな機会ないから良かったよ」「もうちょっと頑張んな
いとね」等の声が聞こえてきました。喜んでいただけたようです。

血圧測定
握力 ･ 推定骨量
骨強度測定
健康 ･ 栄養相談

熊谷支所 TEL 048-521-2735

大里支所 TEL 0493-39-0471

▲箱田２丁目店 14：00 ～ 16:00

FMクマガヤ
「新たにつながろう!!
くまがやの健康長
寿応援団」に出演
しました。

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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冬のボランティア体験
プログラム受付中！

ボランティアの

～ボランティアの火種を絶やさない
！
子どもから大人まで、心と心でつな
がろう♥～
当協 議会 はじ めて とな る“冬 ボラ
”を開 催中 です ！
（詳細はHPをご覧ください）
小学 生向 けプ ログ ラム は、 早々
に定 員と なり まし
た。皆さまのご参加ありがとうござ
いました。

友だち登録お願いします♪
熊谷市ボランティアセンター

LINE公式アカウント

参加者募集中！

❶ 「お弁当配達ボランティア」体
●毎週水曜10：00～11：45

験

妻沼農業研修センター集合
●毎週木曜10：00～11：45
大里行政センター集合
●毎週木曜15：40～17：00

❶右のQRコー
ドを読みと
る！
❷ID検索！
@012lcpdr

江南行政センター集合
❷「はじめての絵手紙」教室

市内近郊のボラン
ティア情報や社協の
イベント情報をゲッ
トしちゃおう！

2月4日㈭10時～12時

ウエルシア薬局 熊谷箱田２丁目店
内
「ウエルカフェ」（旧マミーマート
）にて
★手ぶらでご参加いただけます

り

連絡会だよ

ア
ボランティ

手づくりマイ紙芝居

つむぎ

紬の会

NEW‼

ボラ連に
仲間入り

平成27年7月発足。紙芝居は児童対象のものと思われが
ちですが、「高齢化・IT化社会」の今日では、「ほっこり

した人間 双方向の コミュニ ケーショ ンツール 」として 重
要視され るように なりまし た。「熊 谷の昔話 」など熊 谷

の伝承等 をはじめ 、特徴あ る「手づ くり紙芝 居」と「 紙
芝居人材 の育成」 にも力を 注いでい ます。会 員が作っ た

熊谷の昔 話の紙芝 居は市立 図書館の 貸出棚に も置いて い
ただける ようにな りました 。今後も 紙芝居文 化が更に 普

及するよ うに活動 していく 予定です 。マイ紙 芝居（自 分
の好きな 紙芝居上 演や自作 の紙芝居 づくり） に興味を お

持ちの方や団体様のご参加をお待ちしております。
【連絡先】会長・安江秀彦（TEL 090-6523-5677）
メール：sirakawakuma@gmail.com

問合せ

修理完成 した愛染 堂内で紙 芝居「愛 染堂もの
がたり」を上演

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

募集

介護職員

人に喜ばれる仕事がしたい！

時間を有効活用したい！
こんなあなたにピッタリ

人と接するのが大好き！

訪問介護事業所 登録ヘルパー
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※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。

【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】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 遇】有給休暇（当協議会規定による）
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 熊谷介護事業所 熊谷市本町1-9-1

新人ヘルパーさんから

よくある質問

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！

利用者のお宅に一人で伺うのが不安です！
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。

調理は得意でないのですが…。
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！

市立コミュニティセンター内 TEL 048-523-9944

募集 社協老人デイサービスセンター 介護職員 及び 運転手
資

賃

待

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
格 次の①～③のうちいずれかの資格を有する方
①介護福祉士
②介護職員養成研修1級もしくは2級修了者
③介護職員初任者研修又は実務者研修修了者
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
遇 有給休暇（当協議会規程による）

時

運転手（臨時職員）

通所介護職員（臨時職員）

業務内容

間

月曜日～土曜日8:15～17:30の間（シフト制）
週4日、29 時間以内

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
普通自動車第一種自動車免許取得者
時給1,201 円、別途
別途 地域手当、通勤費（片道2km以上の場
合）
、 研修手当
有給休暇
月曜日～土曜日8:00〜9:30 、16:15〜17:45
（月17〜18日程度）

資
賃

格
金

待
時

遇
間

募集 老人福祉センター 臨時職員
業務内容
資
格
賃
金
待

遇

受付・館内の清掃など
特になし
時給951円
別途 地域手当、通勤費（片道2㎞以上の場合）
有給休暇（当協議会の規程による）

上記募集の問合せ

時

間

勤務場所
問 合 せ

熊谷市社会福祉協議会事務局

原則8:30〜16:30（週３日程度・シフト制の週29
時間以内）
ひかわ荘（弥藤吾1755番地）TEL 048-588-2600
江南荘（千代118番地1） TEL 048-536-5600
各老人福祉センターへ

熊谷市弥藤吾2450番地

TEL 048-588-2345

