くまがや社協だより

（1）

令和４年（2022）1月

熊谷市社会福祉協議会

編集発行:社会福祉法人
熊谷市社会福祉協議会

第 64 号

熊谷市弥藤吾2450番地
熊谷市役所妻沼行政センター内（2階）
T E L 0 4 8 （ 5 8 8 ）2 3 4 5
FAX 0 4 8 （ 5 8 8 ）2 8 1 5

令和4年1月1日

“Smile

”

活動スタート♪

撮影時のみ、マスクを外しました。

星宮小４年生を対象に、「車いす体験・高齢
者疑似体験教室」を開催しました。今年 6 月に
発足したボランティアグループ“Smile

“の

皆さんが中心となり、「子ども達に思いやりの

心を育む活動」が市内小学校等で始まってい
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

●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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新年のごあいさつ
社会福祉法人 熊谷市社会福祉協議会

紫 藤 晃 男

会長

新年あけましておめでとうございます。
市民の皆様には、健やかに輝かしい新年をお迎えのことと、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て、格別なる御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げま
す。
私ごとで恐縮ですが、昨年の九月に松永勲前会長から会長職を引き継ぎ、早くも四か月が過ぎようとしています。日が
たつにつれ、会長としての責任の重さに、身の引き締まる思いが強くなっているところでございます。
今後とも、市民の皆様や関係団体、事業所の皆様方の御協力をいただきながら、本市の地域福祉の推進のために、誠心
誠意努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、昨年も、新型コロナウィルス感染症に翻弄された一年でした。度重なる緊急事態宣言とともに、私たちの生活も
様々な自粛を余儀なくされました。当協議会においても、高齢者や障害のある皆さんのお宅への訪問や交流事業、福祉施設
の皆様とともに実施しておりました「ふれあい広場」が、令和二年度に引き続き中止となるなど大きな影響を受けました。
また、熊谷市から指定管理を受託しております老人福祉センター等での利用制限などで、多くの市民の皆様に御不便を
おかけする結果となりました。
そのような中、小学生から大人の皆様に参加していただいているボランティア体験事業や、高齢者が安心して地域で生活
できるよう支援するための“あんしん市場”の開催など、コロナ禍の中でも工夫を凝らして実施できた事業もありました。
ワクチン接種が進み、感染拡大の状況も一時の拡がりは収まっているようにも感じますが、まだまだ油断できない状況
であることには変わりはありません。今後も、ウィズコロナ時代に応じた新たな生活様式を継続しながら、当協議会とし
ても、感染拡大には最大限の注意を払ったうえで、徐々にコロナ前の状況に近づければと願っております。
コロナ禍、そして、少子高齢化が進行していく中、支援を必要とされる方は、ますます多様化しながら増えていくと思
われます。社会福祉協議会としても、熊谷市と協働して策定した「第３次地域福祉計画・地域福祉活動計画」に掲げた基
本理念であります「一人ひとりが

いきいきと

安心して暮らせる福祉のまち」の実現に向けて、皆様のお話しによく耳

をかたむけながら、それぞれの方に寄り添った支援を着実に継続していきたいと考えておりますので、今後も、引き続
き、皆様方の御理解と御協力を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。
結びに、新しい年が、皆様にとりまして、希望に満ちた幸多い、輝かしい年となりますよう、心から御祈念申し上げ、
新年のあいさつといたします。

理事・監事名簿

新役員の紹介
理事・監事の任期：令和３年6月17日から令和５年度定時評議員会終結時まで
（敬称略）

会
長
副 会 長
〃
〃
常務理事
理
事

紫
田
岡
寺
小
内

藤
沼
部
田
林
田

晃
良
宣
治
常
功

令和３年度

男
定
明
子
男
一

埼玉県社会福祉大会

受賞

理

事
〃
〃
〃
〃
〃

福
鈴
丸
橋
坂
中

岡
木
岡
本
本
村

昭
行 雄
孝 夫
弘
滝 司
光 一

令和３年11月２日㈫

事
〃

監

事
〃

寺山八重子
植 原 利 和
吉 澤 聡 一
峯 岸 克 俊

、埼玉会

館にて、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）

熊谷支所 TEL 048-521-2735

理

大里支所 TEL 0493-39-0471

※記念撮影のため、マスクを外しました。

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

令和４年（2022）1月

基礎課程

を開催しました

昨年11月27日〜12月18日の毎週土曜日、寄居
町役場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３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
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。
お気軽にご相談ください。
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（熊谷支所内）

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 !

今年度も48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856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います。ご協力をお願いいたします。
※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。

あたたかい心のご寄附を
いただきました
令和３年９月１日〜11月30日

皆様のご協力
誠にありがとうございました。

熊谷支所 TEL 048-521-2735

●株式会社 甲和オートサービス 様

11,716円

●熊谷モラロジー事務所 平塚 靖永 様

10,000円

●電気保安法人 有限会社 石川電気 様

20,000円
食品

●匿名
●落合 美也子 様

手作りマスクケース50個

●金井 千代子 様

手作りマスクケース50個

●徳世 ひろ子 様

米25kg

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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生活支援コーディネーター近況報告

販売協力：熊谷青果商組合・熊谷市青果市場

戸出自治会

「こんな時こそ、地域でできること」
「安心して食べられる、新鮮な食材をお届け」

①金鍚寺隣空き地

②徳岡整形外科・内科医院駐車場
途中から小雨が…でも来客者の
列は続きます。

（右）茂木自治会長 開催の挨拶
（左）熊谷青果市場：内田取締役

熊谷青果市場
飛田社長も来てくれ
ました。

10月12日㈫戸出自治会内２ヶ所において
「あんしん市場」がOPENしました。茂木自
治会長、自治会役員の見守る中、沢山の方が
買い物に来てくれました。
「こんな感じで販売されるのね」「楽しみ
にしてたのよ」等の声「何買った？」「こっ
ちも新鮮で美味しそうよ」と友人と会話をし
ながら商品を楽しそうに選んでる姿が見受け
られました。②徳岡整形外科・内科医院駐車
場会場では、デイサービスが目の前というこ
ともあり、沢山の利用者様が職員に付き添わ
れ来てくれました。ご自分の目で見て手に取
り買い物を楽しんでいただけてるようです。

今年11月より、毎週月曜日と火曜日の販売となりました
≪最新販売ルート≫ ※祝日は除く (都合により中止することがあります。各会場掲示板をご確認ください）
◎月曜日
◎火曜日

①熊谷ハイタウン（10:00）▶②金鍚寺脇（11:45）▶③徳岡整形外科・内科医院駐車場（13:00）
①玉井中央（9:00）▶②成田北部（10:15）▶③成田山（11:00）▶④京成熊谷上之（11:45）

※この事業は、熊谷市生活支援体制整備事業の１つです。

追伸

県社協主催の生活支援コーディネーター現場視察研修
先となり、その取材を受けました。県内、沢山の方々
に熊谷市発「あんしん市場」を知っていただくことが
できました。

「あんしん市場」みなさんの地域に新鮮な野菜 ･ 果物と一緒に笑顔をお届けします (^o^)

ウエルシア薬局㈱

共催

多種体協働による地域コミュニティの場・集いの場と
して「ウエルカフェ」を社会貢献の一環で地域に提供
籠原南店
10:00～12:00

熊谷支所 TEL 048-521-2735

ソフトバンク(株)協力
iPhone使用

9月22日㈬ウエルシア薬局㈱ウエルカフェ2
会場で開催されました。初めてのiPhoneを片
手に戸惑う場面もありましたが…スマホの中
でアメリカニューヨークにある自由の女神を
見学するなど感動する場面もありました。
スマホのビデオ通話やラインを活用した、
見守り活動等に興味のある方はご連絡くださ
い。一緒に考え活動に繋いでいきましょう。

大里支所 TEL 0493-39-0471

妻沼支所 TEL 048-588-2888

箱田２丁目店
14:00～16:00

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
当協議会では、市の指定管理施設として、｢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います。
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、ご利用いただいています。
※カラオケ設備の利用及び、酒類の提供については、各センターごとに制限を見直しつつ再開しています。ただし、
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等を継続して行っています。感染状況に
応じて、感染防止対策を徹底したうえで、制限を段階的に緩和しながら運営していきますので、皆様のご理解とご
協力

をよろしくお願いいたします。

※ 感染拡大の状況によって対応が変更している場合がありますので、詳しくは各センターにお問い合わせください。

問合せ先
施設名

所在地

電話番号

別

府

荘

⻄別府583 番地1

048-532-2020

上

之

荘

上之3022 番地1

048-525-6964

ひ か わ 荘

弥藤吾1755 番地

048-588-2600

江

千代118 番地1

048-536-5600

南

荘

カラオケでは、マイクの消毒や、パーテーション
による感染防止対策を実施

手話通訳派遣事務所
手話通訳
を見かけたことはありますか？

part ❷

こんな時に手話通訳者を派遣しています。

職業

職業相談や会社面接
社内研修など

その他
問 合 せ

熊谷支所

受付時間

窓口：月〜金

イベント

成人式や防火訓練
講演会など

介護保険認定調査など

熊谷市手話通訳派遣事務所

TEL 521-2735

FAX 523-6898

８：30～17：15（土・日・祝日は休み）

FA X：24時間（返事は翌日、または休みの翌日になります）
派遣時間

８：00～21：00 緊急の場合は時間外でも派遣します（365日対応）。

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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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―

令和３年11月末現在

（敬称略・順不同）

障害者支援施設 新光苑

株式会社エミール介護センター老人ホーム五合苑

株式会社 ケージーエム

特別養護老人ホーム はなぶさ苑

特定非営利活動法人 自立生活センター遊ＴＯピア

第一生命保険 株式会社 熊谷支社

生活介護事業所 若草苑

社会福祉法人たんぽぽ福祉会 熊谷たんぽぽ

有限会社 大里清掃社

児童養護施設 雀幸園

株式会社 甲和オートサービス

医療法人 同愛会 熊谷外科病院

特別養護老人ホーム 永寿苑

ポーライト 株式会社

神田福男税理士事務所

障害者支援施設 花づな

日東富士製粉 株式会社 埼玉工場

江南工業 株式会社

特別養護老人ホーム 玉の緒

熊谷環境衛生 株式会社

江南クレーン教習所

特別養護老人ホーム 立正たちばなホーム

ほしのみやデイサービスセンター

松本医院

ケアハウス 神根苑

ネットワークＹＯＵゆう

宗教法人 静簡院

熊谷市役所二二会

有限会社 石川電気

富士電子 株式会社

松坂屋建材 株式会社

関東薬品消毒 株式会社

日本ファブテック 株式会社 熊谷工場

放課後等デイサービス くりのみ

株式会社 環境工学研究所

エイトリー工業 株式会社

NPO 法人 熊谷市身体障害者福祉会

株式会社 森緑園

有限会社 ヤサカ工業

熊谷はあとふるの里ひなたぼっこ

株式会社 奈良電器

ゼリア新薬工業 株式会社

特定非営利活動法人 ゆりかご

株式会社 サンアイ

なまい接骨院グループ

医療法人 弥生会 熊谷神経クリニック

株式会社 銀河

訪問介護こころ粋熊谷

社会福祉法人 つゆくさ

株式会社 ダスキンサーヴ北関東ダスキンちちぶ

有限会社 内田運送

上石デイサービスセンター

株式会社 ＴＯＥＩ埼玉

株式会社 福田商店

デイサービスセンターもろちゃんち

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 熊谷紙業

老人ホームハートワン / デイサービスハートワン

サンメンバーズ 株式会社

山光化学 株式会社

特定非営利活動法人 ゆめたまご

株式会社 リード

宗教法人 寶憧寺

愛隣保育園

能美防災 妻沼西事業所 メヌマ工場

松岩寺幼稚園

熊谷太井保育園

医療法人 くぼじまクリニック

鎌塚自動車 株式会社

なでしこ保育園

ＮＰＯ法人 あけぼの

宗教法人 真光寺

くるみ保育園

ダイゴ機設 株式会社

有限会社 江南電気

ほしのみや保育園

エフビー介護サービス株式会社 熊谷営業所

株式会社 小嶋衛生社 熊谷営業所

第二くるみ保育園

株式会社 松本材木店

宗教法人 浄安寺

新里保育園

特別養護老人ホーム まごころの里

株式会社 橋亀建設

ことぶき乳児保育園

株式会社 玉章堂

大塚硝子建材 株式会社

ことぶき花ノ木保育園

有限会社 きくや

有限会社 川本清掃社 江南支店

ことぶきイーサイト保育園

株式会社 消防設備

宗教法人 釈迦寺

第二なでしこ保育園

株式会社 博文社

江南ゴルフクラブ

こどもの家保育園

日栄電機 株式会社

宗教法人 文殊寺

みたけ保育園

有限会社 ソーシャルワーク本舗さいたま

特別養護老人ホーム 虹の郷

スダナ保育園

サンシティ熊谷

江南会 障害者支援施設熊谷

奈良保育園

合同会社 重度訪問介護サービス つむぎ

ダイアナデイサービスセンター

第三なでしこ保育園

埼玉トヨペット 株式会社 熊谷肥塚支店

ブルーバードホーム 江南愛の家

しらこばと保育園

有限会社 松本文具店

有限会社 ヘルパーステーション

新里第二保育園

日清シスコ 株式会社 東京工場

株式会社 協和テクニカ

田島保育園

有限会社 後藤衛生コンサルタント

有限会社 大久保電気

第二田島保育園

社会医療法人 熊谷総合病院

宗教法人 保泉寺

道ヶ谷戸愛児園

株式会社 藤沢商事

株式会社 マツモト設備

ゆかり保育園

花園観光バス 株式会社

セブンイレブン 埼玉江南店

株式会社 ティアラ２１

株式会社 アルビオン 熊谷工場

株式会社 コバヤシ

特別養護老人ホーム サンヴィレッジ

国際十王交通 株式会社 熊谷営業所

野口商店

特別養護老人ホーム 愛心園

医療法人藤和会 藤間病院

おおぬま愛の家

特別養護老人ホーム 彩華園

ご近所ホームいろ葉

宗教法人 常安寺

社会福祉法人 白寿会

有限会社 すすきの

宗教法人 宝光寺

高齢者総合ケアセンター 熊谷ホーム

株式会社 オアシス

有限会社 深沢製作所

株式会社 梅林堂

居宅介護支援事業所 みのり

宗教法人 普門寺

株式会社 八木橋

有限会社 エコステーションくまがや

株式会社 太平洋クラブ 江南コース

株式会社 熊谷清掃社

有限会社 保泉商店

株式会社 ミトヨホースパイプ事業部

有限会社 妻沼環境センター

株式会社 近江屋酒店

株式会社 タクマテクノス

社会福祉法人埼玉慈恵会 埼玉慈恵病院

ＭＭＧ税理士法人

児童養護施設「江南」

公益財団法人西熊谷病院

秩父観光興業 株式会社

Ｋファミリー千代

医療生協さいたま 熊谷生協病院

かみのデイサービス

新栄工業 株式会社

くまがや農業協同組合

ティーシートレーディング 株式会社

株式会社 ヴァレオジャパン

武蔵野銀行 熊谷支店

グリーントラベル 秋山賢治

仁平歯科医院

特別養護老人ホーム いずみ熊谷

株式会社 ヘリテイジリゾート

仁和会 埼玉江南病院

特別養護老人ホーム ルーエ

株式会社 タカネ風土 四季の湯温泉

株式会社 いなげや 大里江南店

医療法人社団寿会ふぃっとねすデイ寿通所介護事業所

熊谷産業 株式会社

マツダオートザム 江南店

デイサービスほのか

スマイルケアセンター

株式会社 オキナヤ 熊谷本店

グループホームあすか村

ひろせの森

埼玉縣信用金庫 江南支店

株式会社 髙橋医科器械店

新和機設 株式会社

ＮＥＷＬＡＮＤ

社会福祉法人 熊谷礎福祉会 ララク遊

Knet 株式会社

熊谷福祉の里 クイーンズビラ

デイサービス一期の家

秩父鉄道観光バス 株式会社

株式会社 サンオート

足利銀行 熊谷支店

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

有限会社 榧園商事 根岸友憲
熊谷曙町

霞澤 浩

パナソニック エイジフリーショップ川越

前澤化成工業株式会社

日清シスコ株式会社 東京工場 生産管理課

能美防災 株式会社
ご協力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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ファミサポ講座参加者募集
日時

２月24日㈭

10：00～12：00

場所

市立コミュニティセンター ２階 第１集会室

内容

子どもの食育講座
「野菜から学ぶ子どもの食育！
〜新しい時短・冷凍活用術〜」

定員

先着15名

対象

・ファミサポ援助会員・両方会員

援助会員
募集中

２月16日㈬ 締切り

・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。

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

令和３年度

社協会費募集結果報告

令和３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。
令和３年11月末現在

令和３年度

地区別
合計

会費実績

普通会員 賛助会員 特別会員
（口数） （口数） （口数）

中央
東部
西部
南部
北部
大里地区
妻沼地区
江南地区
市
外
合 計

5,797
7,319
8,061
6,567
8,250
2,326
5,667
2,957
−
46,944

熊谷地区

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

令和４年（2022）1月

11
6
7
3
3
20
29
17
9
105

33
31
19
14
33
6
32
64
14
246

会費
（円）
1,916,048
2,356,800
2,520,710
1,443,400
2,643,390
747,800
1,890,440
1,224,300
79,000
14,821,888

熊谷市内の

子ども食堂・多世代食堂
子どもたちの笑顔があふれるよう
あたたかい食事と居場所を作って待っています！

❷
生協病院

17号

JR籠原駅

令和３年度
第４回 子育てサロンのお知らせ
日時

３月14日㈪ 10：00～11：00

場所

市立江南勤労福祉センター２階講習室

内容

❶
石原駅
NO.

手形スタンプで成長の記録を残してみません
か？スタッフがお手伝いします。楽しくスタン

1

プ！できますよ！
（準備の都合上、事前申込みをお願いします）
※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

2

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

名称

3

上熊谷駅

希望の子ども食堂

電話048-536-7310
あい♡だいな～

高崎線

❹

秩父線

住所・会場・連絡先

熊谷生協病院
多世代ふれあい食堂 上之 38 51-1
HAPPY くまここ 070-2154-7357
（曾田・岸本）

熊谷市社会福祉協議会江南支所（熊谷市江南中央1-1）
4

JR熊谷駅

ごはん屋なないろ
食堂
熊谷なないろ食堂 石原 1028 -8
080-7858-4277
（山口）

す。

★申込み・問合せ★

星川

❸

熊谷希望教会内
弥生 1-68
090-2014-1764
（希望食堂）

開催日時
月・水・金
（平日）
17：00 ～
19：00

利用料
中学生以下
無料
高校生以上
200 円

小中学生
毎月第２土曜
100 円
12：00 ～
大人
13：00
300 円
毎週金曜
15：00 ～
17：00

市内各所
NPO 法人あいだ
最終日曜
連絡先 熊谷市市民
（原則）
活動支援センター
048-522-1592

子ども・
高齢者無料
大人 200 円
子ども（中
学生以下）・
妊婦さん無料
大人 600 円
（原則）

＊各食堂では、ボランティア（調理・学習支援・運営等）
や食材の寄付を募集しています。

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

くまがや社協だより
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令和４年（2022）1月

子供会・自治会・サロンなど 地域の集まりでお使いください♪

貸出しスポーツ遊具一覧

保存版

子どもからお年寄りまで楽しめる遊具が盛りだくさん
身体を動かしながら自然とコミュニケーションが生まれます。
イベントや学校行事等で是非ご活用ください !!
❶ボッチャ

❷サウンドボール

2セット

2個

パラリンピック後、
人気No.1

❸わなげ

振ると音が鳴る♪

❹丸型わなげ

5セット

❺健康吹き矢

矢で吹きあてます

置き型のわなげです

傾斜になります

マウスピースは個人で買取りを
お願いします。（1個100円）

❻ストラックアウト
的を射抜いて遊びます

❼スカットボール

2セット

❽グランドゴルフ

パターゴルフのように
遊びます

5ホール

自宅の庭でも楽しめます

電話で仮予約の後、「福祉体験備品借用申請書」を提出してください。（HP に掲載）

貸出
方法

【申込み先】 物品により異なります。
❶❷ ➡ボランティアセンター：048-525-8745
❸～❽➡妻沼支所：048-588-2888

※ボランティアセンターでは、福祉体験備品として、高齢者疑似体験セット、車いす、
白杖、アイマスク等の貸出も行っております。

【貸出ルール】・利用日を含め、前後２日を加えた日数を貸出します。
・利用者が搬出、返却をお願いします。

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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新年

傾聴
特集♪

令和４年（2022）1月

聴き上手になろう講座
～ココロの健康力 UP ！～

「聴き上手」は大切なひとのメンタルヘルスを
守ります。

フォー

「傾聴（けいちょう）ボランティア」です。
「傾聴ボランティア」の魅力は、世代や年齢を問わず、
だれでもどこでも始められること。
人と話すのが好き、人が好き、人の役に立ちたい・・・

コツを学びませんか。
自分の魅力を知って、コ
ミュニケーションスキルを
アップさせよう！
ボランティア
募集中♫

友愛電話・友愛訪問

「もしもし通信」発送しました！
「友愛 電話」 は、市 内のひ とり暮 らしの
高齢者 に安否 確認を かね、 電話で 楽しく 会

会場：市立コミュニティセンター
講師：傾聴ボランティア・ケービー

そこで今、注目されるのが

さまざまなボランティア団体の体験談を聞き、
聴き上手・話し上手になる

日時：２月３日㈭ 13：30～16：00

会長 近藤 富男 氏

募集対象：聴き上手になりたい方、
傾聴に興味のある方、ボランティ
ア活動を始めたい方
定員：40名（先着順）
参加費：無料
※駐車場はコミュニティひろば（本町２丁
目）をご利用ください。

参加者大募集

ボランティア連絡会だより

傾聴ボランティア・ケービーフォー
私たち は、「 傾聴」 という ものが 病や大 きな
困難の なかに ある人 々に、 確かな 援助と なるこ
とを実感しています。

話をす る傾聴 ボラン ティア です。 （今年 度
は、友愛訪問も、電話で行っています。）

そして、心から話を聴いてもらえたとき、人は
いまを生きる力が湧いてくると信じています。

例年、交流会を開催していますが、今年度
は「も しもし 通信」 を作成 し、ボ ランテ ィ

●活動日時： 毎月第一、三金曜日、10時～12時

アさん 手作り の「マ スクケ ース」 と一緒 に

あなたも一緒に活動してみませんか。
●活動場所： 市立コミュニティセンター

お届けしました。
電話エピソー
ドやボランティ
アさんの紹介な
ど、読み応え満
載です♪

申込み・問合せ

コロナ禍でも月に２回の勉強会は続けてきました

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

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できます！

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

登録ホームヘルパー
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令和４年（2022）1月

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。

登録ホームヘルパーは、ライフスタイルに合わせて仕事ができるのが大きな魅力です。お子さんが学校に行っている
間や空いた自由な時間に仕事を通じて貴重な経験を積んでみませんか！
介護職員の仕事というと、ご利用者の食事介助や入浴介助、排泄介助を行う身体介護業務がメイン
というイメージですが、当事業所では掃除、洗濯、買物代行、食事の準備、後片付け等を行う生活援
助業務のニーズがとても多いです。普段の経験から身につけた家事の技術を活かしてみませんか！
【時給】1,209円～（別途、地域手当、介護職員処遇改善
加算、移動手当、土曜・祝日手当、時間外手当、内部研
修、引継、ケアカンファレンス出席時の手当、急なサー
ビス中止時の手当が支給されます。）
【待遇】有給休暇（前年度の稼働実績等を基に
算定します。）
資格手当1,000円／月（介護福祉士の場合）
自宅からの直行直帰が可能です。ダブルワー
ク可能です。65歳の誕生月までに登録された
方、勤務状況と健康状態により雇用延長あり。

【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）
【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 TEL048－523－9944
【資格要件】
○介護福祉士
○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
○介護職員初任者研修又は実務者研修修了者

デイサービス運転手（臨時職員）募集
業務内容 ワンボックス型リフト車にて、施設と利用者宅への送迎等
資
格 普通自動車第一種自動車免許取得者
賃
金 時給1,206円
別途 地域手当、通勤手当（片道2㎞以上の場合）、研修手当
待
遇 有給休暇
勤
務 月曜日～土曜日（祝祭日含む）8:00～9:30、16:15～17:45（月17～18日勤務）
問 合 せ 社協老人デイサービスセンター 熊谷市弥藤吾1753 048-589-0591

募集 老人福祉センター 非常勤嘱託職員
業務内容 館内運営業務
給

採用時期 令和4年4月1日

与 月額141,058円
別途、地域手当、通勤手当（片道2km以上の場合）

待

問合せ

日時
場所
内容
定員
費用

３月５日㈯ 10:00～12:00
商工会館
大人の心肺蘇生法とAED
20名（抽選）
無料

熊谷市社会福祉協議会

勤務場所・問合せ 別府荘（西別府583-1）TEL048-532-2020
ひかわ荘（弥藤吾1755）TEL048-588-2600

遇 社会保険完備、有給休暇

赤十字
短期講習会

勤務時間 原則8：00～16：30（週30時間、４日シフト制）
※施設により異なります。

申込み・問合せ 日赤熊谷市地区（熊谷市社
会福祉協議会内）TEL 048-588-2888
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開
催を中止する場合があります。

☎ 048（588）2345 ㈹

FAX 048（588）2815

