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熊谷市と社協で

締結しました！
災害時における
ボランティア活動に関する協定
令和3年2月16日㈫、「災害時におけるボ
ランティア活動に関する協定書」に富岡市
長と当協議会の松永会長がそれぞれ、署名
のうえ調印しました。
この協定により、災害時のボランティア
センターの設置及びそれに伴うボランティ
ア活動が、なおいっそう、円滑かつ有効に
行われることが期待されます。

撮影時のみ、マスクをはずしました。

災害ボランティアセンターとは？
熊谷市では、災害が発生した時、市と社会福祉協議会が
協議のうえ、社会福祉協議会が設置します。
市と当協議会が被災状況を含めボランティア活動を行う
ための情報や被災者の効果的な支援のために必要な情報を
共有し、ボランティアニーズ
の把握、災害ボランティアの
募集・受付、必要な資材の調
達・貸出・保管、災害ボラン
ティア活動に関する相談・情
報発信などを行います。

新潟県での除雪ボランティアの様子

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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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3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
（災害時）

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います。
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、新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため中止する場合などがあります。
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

成年後見制度に関する事業

福祉サービス利用援助事業

判断能力が不十分な方の生活や財
産を守るための成年後見制度。支援
を必要とする方が適切に利用できる
よう、市民をはじめ、関係機関等か
らの相談等に対応しています。
【主な業務内容】
・相談、手続き支援
・普及、啓発
・市民後見人の養成
・法人後見の
受任

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。

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。

敬老修繕サービス事業

ボランティアセンター事業

ファミリー・サポート・センター事業

ボランティアに関する相談や、グ
ループの立ち上げ及び運営上の相談
を行っています。
ボランティア体験プログラムやボ
ランティア養成講座を開催し、ボラ
ンティアの育成とスキルアップを
図っています。

「子育ての手伝いをしてほしい依頼
会員」と、「子育ての手伝いができる
援助会員」をマッチングして、地域の
中で助け合う子育てを支援します。

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。

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

市内の会場に展示します。

会長賞

満77歳以上の単身高齢者世帯で、

4年生を対象にポスターを募集し、

・草取り

熊谷支所 TEL 048-521-2735

子育て応援相談事業
子育て中の家庭に訪問し、子育てに
関する相談に応じます。
【対象者】
・市内在住の方
・6歳未満の未就学児がいる家庭
で子育てに不安や悩みのある方

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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令和2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2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

1,867,632

820,720

東

部

2,729,800

975,800

西

部

3,135,200

1,357,088

南

部

1,955,727

729,581

北

部

3,380,674

1,294,720

大

里

地

区

737,610

268,640

妻

沼

地

区

1,912,910

823,862

江

南

地

区

1,021,490

408,800

街頭募金

18,037

学校募金

314,302

職域募金（バッジ ･ クオカード・募金・募金箱 )

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響
で、街頭募金は感染症対策をとりながら、規模

1,643,549

法人募金・個人大口
合

街頭募 金

令和3年2月末現在

計

434,751

806,816

19,151,682

7,486,027

を縮小して実施しました。

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
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

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月は赤十字会員増強運動月間です。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

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

国際活動

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

救急法講習会（2019年3月）

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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あたたかい心の
ご寄附を
いただきました
令和2年12月1日～
令和3年2月28日

皆様ご協力、
誠にありがとう
ございました。

令和3年（2021）4月

〇株式会社 ベルク柿沼店 お客様一同 様
54,353円
〇株式会社 ベルク上之店 お客様一同 様
44,904円
〇株式会社 ベルク広瀬店 お客様一同 様
99,503円
〇株式会社 ベルク赤城町店 お客様一同 様
39,213円
〇株式会社 ベルクかごはら南店 お客様一同 様
57,618円
〇株式会社 ベルク佐谷田店 お客様一同 様
34,984円
〇株式会社 ベルク玉井店 お客様一同 様
39,017円
〇株式会社 ベルク熊谷銀座店 お客様一同 様
25,058円
〇電気保安法人 有限会社 石川電気 様
20,000円
〇浅川 庸子 様
10,000円
〇株式会社 甲和オートサービス 様
5,858円
〇熊谷友の会 様
5,000円
〇関口 隆司 様
1,000円
〇栗原 美智子 様
紙おむつ・尿とりパッド等15袋
〇柏瀬 祥一 様
食用油等食品16点
〇寺山 允也 様
車いす 1台
〇田久保 眞理子 様
お米30kg
〇明治安田生命保険相互会社 熊谷支社 様
タオル700枚

企業の皆様へ

社会貢献の一翼を
担っていただけませんか？
熊谷市社会福祉協議会では、様々な地域福祉活動を行っています。しかしな
がら、昨年からの新型コロナウイルス感染症の影響で、収益事業や介護保険事
業などの収益が大幅に落ち込み、地域福祉事業実施のための財源確保が非常に
厳しい状況になっております。
毎年、市民の皆様からご寄附をいただいておりますが、今年度は、特に、ボ
ランティア活動、紙おむつ給付事業、地域福祉支援事業などへ充てるための財
源が厳しい状況です。経費節減はもとより、事業縮小の検討も必要ですが、社
協には、人々の絆を保ち続ける使命もあります。
そこで、これらの収益減少に伴い、今年度特に、企業の皆様からのご寄附を
お願いいたしたいと存じます。感染拡大防止のため、紙面上でのお願いで大変
恐縮に存じますが、皆様からの温かい思いを大切に活用させていただきますの
で、何卒、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

熊谷市社会福祉協議会
事務局 TEL 048-588-2345

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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老人福祉センターからのお知らせ
ご利用案内

施設利用料

市内の各老人福祉センターの利用には、利用証の提
示が必要です。利用証は各老人福祉センター、長寿い
きがい課、各行政センター福祉係で申請できます。
スタッフ一同心からお待ちしております。
※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。
※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、入浴については時間を割り振っ
たうえで入浴人数の制限、また施設機能の制限等を
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。

問合せ先

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………………………………

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

500円

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
コロナ禍の今、外出自粛が続き、高齢者の孤立化が広がっています。
こんな時だからこそ、もっと幸せな未来のため、一人ひとりが出来ることを考え、実行し
て、地域の助け合いの礎を築きましょう。あなたも、ぜひ、力を貸してください。

こんな時こそ、地域でできること!!

買い物難民の解消、地場産野菜等の消費拡大、地
域の高齢者等の見守りなど、助け合いの土台づくり
の一つとして始まった「あんしん（安新）市場」が

（毎週火曜日営業､祝日は除く）

販売：株式会社 熊谷青果市場、熊谷市青果商組合
協力：地元自治会、地域包括支援センター クイーンズビラ

成田北部（10:15）

カゴの消毒

手袋着用､消毒

熊谷支所 TEL 048-521-2735

➡

感染予防ｼｰﾄ

3カ所になりました。皆さんの地域にも広げたい！
ご希望の地域はお声がけください。

②成田山 (11:00)

➡

③京成熊谷上之 (11:45)

袋詰めはセルフ
袋詰めが大変な場合は
お手伝いします。

あんしん市場Ｔシャツを作りました！
ワンチームとなり頑張ってます。

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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熊谷市社協老人デイサービスセンター
当デイサービスの一日をご紹介します。午前中に順に入浴し、お
昼ご飯を食べてから、午後２時頃まで少しお休みした後、理学療法
士が利用者様毎に作成した個別リハビリを行います。椅子からの立
ち上がり、屈伸運動、かかと上げなど筋力を維持す
るためのメニューがあり、皆さん積極的に体を動か
しています。
個別リハビリが終わると、一旦休憩の後、集団体
操を行います。ソファに座って手足を動かし、運動
量は多いですが、無理なく体を動かせるようなメニ
ューとなっています。
その他季節に応じた行事を取り入れ、心のリハビリも図っていま
す。見学もできますので、ご連絡をお待ちしています。
問合せ先

熊谷市社協老人デイサービスセンター
熊谷市弥藤吾1753

子育て応援

相談事業

TEL 048-589-0591

利用の流れ

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
あなたとあなたの家族を応援します
対象
内容

❶本人からの
申込み

❷担当職員が
訪問して最
初の相談を
行います

❸子育てサポー
ターと担当職
員が一緒に訪
問します

市内在住で、就学前のお子さんがいる家庭
子育てサポーターが家庭を訪問し相談を行います
❹子育てサポー
１回の訪問時間は２時間程度です
ターが連続し
料金 無料
て12回まで訪
申込み・問合せ 熊谷市社会福祉協議会：熊谷市本町1-9-1
問できます
TEL・FAX 048-521-0999
E-mail:k-sisyo@kumagaya-shakyo.jp
※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。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、訪問を中止する場合があります。

回収報告

不要入れ歯

ペットキャップ

令和2年度の回収実績は、98個、収益は96,871
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
てられます。引き続き、
ご協力をお願いいたしま
す。
回 収 B O X 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

ペットボトルのキャップ約4,300個で1人分のポリオ（小児麻
痺）ワクチンとなります。
令和2年4月～令和3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

860,860個（8,203,355個）

ワクチン

200人分（6,605人分）

Co2 削減効果

6,306kg （60,538kg）

※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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会だより

ア連絡
ィ
テ
ン
ラ
ボ

ボランティアの

コロナでも
元気に活動中！

ボランティア活動中の万が一に備え

て

ボランティア活動保険
申込み はじまりました！

●保 険 料：基本プラン350円
天災・地震補償プラン500円

●補償期間：加入手続き完了日の翌

日午前0時～
令和4年3月31日午後12時まで

●申込み先：ボランティアセンター
社協各支所にて

または

●おもな補償内容
【ケガの補償】

給食ボランティア

ふれあいの会
大里地 区のひ とり暮 らしの 高齢
者にお弁当を配達しています。
メンバ ーは18 名で、 ひとり 月１回 の当番 制のた
め、負担も少なく楽しく続けています。
「ありがとう！いつもとても美味しくいただいてま
す。」という言葉がうれしく、こちらも元気をもらっ
ています。今日はいつもと違い、元気がないなと感じ
ると、一声多く声をかけるなど心掛けています。
あなたも一緒に活動しませんか。

・活動場所へ向かう途中、事故にあ

った。

・活動中、転んでケガをした。熱中
症になった。
【賠償責任の補償】
・活動中、誤って他人に
ケガをさせた、他人の

毎週木曜10時半～
１時間程度
【集合場所】
大里行政センター

物を壊してしまった。

たくさんのお返事
ありがとう
ございました！
愛通信」では、
地域ネットワーク友愛事業「友
者）の安否確認の
ひとり暮らしの高齢者（障がい
のハガキをお送り
ため、暑中見舞いと寒中見舞い

しています。
今冬 は、 コロ ナ禍 で
の孤 立防 止・ 双方 向の
コミ ュニ ケー ショ ンを
めざ し、 往復 はが きで
「寒 中見 舞い 」を お送
りしたところ、240通を
超えるお返事をいただきました！
、紙面の関係上、
すべてをご紹介したいのですが
。
多かったご意見をご紹介します

熊谷支所 TEL 048-521-2735

【活動日時】

大里支所 TEL 0493-39-0471

不安なこと・心配なことは…？
●大丈夫！特にないです♪
●やはりコロナ感染が心配…
・子どもや孫に会えていない

・外出がままならない
●夜が心細い（何かあったら…）
とが出来なくなっ
●体力の衰え（今まで出来ていたこ
てきた！）
●免許返納のタイミング
（運転できない生活って…？）
毎日どのようにお過ごしですか？
標）

●散歩が日課です!（毎朝、○千歩目
●規則正しい生活
●簡単なストレッチ、ラジオ体操
●脳トレ、クロスワード、ぬりえ
語学
●料理（食は基本！老化防止にも）

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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ボランティア体験
の
プログラム

～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～
クリスマスカードで♡を届けよう！
社協各支所でキットを配布し、小学生を中心に「と

心のバリアフリー教室
インストラクター養成講座

びだすクリスマスカード」

市内小中学校での福祉体験授

を自宅で楽しく制作しまし

業「心のバリアフリー教室」

た。集まった約270通のカー

で、インストラクターとして活

ドは、市内の高齢者の皆さ

躍していただく方が、車いす講座を体験しました。

まにお届けしました。

お弁当配達体験

2021 ★イヤーボードを作ろう！
ボランティア「布絵本の会・玉手箱」さんを講師に

高齢者のお宅に、お弁当を

お招きし、「もぉ～～～♡」

届けるボランティアです。袋

と明るい年になるよう、今年

にお弁当と真心をつめ、大切

の干支の丑をモチーフに、個

にお渡ししました。「毎週楽しみに待っていてくれる

性あふれるイヤーボードを作

人がいる」というやりがいを感じました。

りました。

予告

夏

ボランティア受入れ
団体・企業

の

ボランティア体験
プログラム 2021

募集中！

小・中・高・大学生から一般の方まで、例年総勢
1,000名以上が参加する〈夏ボラ〉に、ボランティ
アを受入れ、一緒に活動してくださる団体や企業を
募集しています。
●応募方法

社会福祉協議会HPより、所定の様式
をダウンロードし、ご記入のうえ、
メールまたはFAXでご応募ください。

※コロナ禍でも活動可能なプログラムの提案をお
待ちしております♪
●募集

問合せ

〆切4月30日（金）

ボランティアセンター

TEL：048-525-8745
メール：k-volun@kumagaya-shakyo.jp

熊谷支所 TEL 048-521-2735

大里支所 TEL 0493-39-0471

参加予定の
皆さん（保護者）・先生方へ
今年から、新たにWEBでの
申込みとなります！
スマートフォンやPCから各自でお申込みくださ
い。申込み忘れのないよう、ご注意ください。
●申込みスタート：6月上旬より
●申込み方法：社会福祉協議会HPより
●体験期間：7月20日～8月31日
※詳細につきましては、学校から配布されるチラ
シまたはHPでご確認ください。

▶▶▶
LINE公式アカウント
ボランティア情報発信中♪
チャットから相談も受付けています！
ID：@012lcpdr

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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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 登録ヘルパー

※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
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
❸介護職員初任者研修又は実務者研修修了者
いかがでしょうか？
【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） お問合せをお待ちしております！
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（当協議会規程による）、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 市立コミュニティセンター内 TEL 048-523-9944

令和３年度

♬ みなさまの参加をお待ちしています♬
第１回：6月14日㈪ 10時～12時
エプロンシアター、体操、手遊び他
第２回：9月13日㈪ 10時～12時
人形劇
第３回：11月8日㈪ 10時～12時
エプロンシアター、体操、手遊び他
第４回：3月14日㈪ 10時～12時
手形・足形をとってみよう！

定員
対象

熊谷市社会福祉協議会江南支所
☎048-536-7310

募集！ 競技運営
ボランティア
～彩の国ふれあいピック春季大会～

ファミサポ講座参加者募集

内容

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、開催を延期
または中止とする場合があります。
参加の際には、マスクの着用をお願いします。

申込み・問合せ

集中

日時
場所

場所：市立江南勤労福祉センター2階講習室

問合せ

援助会員募

子育てサロン年間予定表

5月13日(木) 10：00〜12：00
市立コミュニティセンター
第1集会室
①「ともに考えよう大災害への対策」
②ファミサポ概要
先着15名 5月6日㈭ 締切り
ファミサポ援助会員・両方会員
子育ての援助、ファミサポに関心が
ある方、電話でお申し込みください。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
開催を延期または中止とする場合があります。

申込み・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 TEL048-521-0999

場 所 熊谷スポーツ文化公園
種目・日時 ★卓球…5月16日㈰ 8時～17時
★陸上競技・フライングディスク…5月23日㈰ 8時～17時
内 容 競技運営の補助（用具準備・撤収、選手誘導・案内など）
支給物 交通費（一律1,000円）、お弁当
申込み ボランティアセンター TEL 048-525-8745

熊谷市社会福祉協議会

☎ 048（588）2345 ㈹

FAX 048（588）2815

