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連絡先
社会福祉法人久喜市社会福祉協議会（本所・事務局）
TEL 0480-23-2526  FAX 0480-24-1761

障がい者施設
久喜市けやきの木
TEL 0480-21-7555  FAX 0480-21-7555

支　所
菖蒲支所（菖蒲地域包括支援センター）
TEL 0480-85-8131  FAX 0480-85-8808
栗橋支所（栗橋地域包括支援センター）
TEL 0480-52-7835  FAX 0480-52-7801
鷲宮支所（鷲宮地域包括支援センター）
TEL 0480-58-9131  FAX 0480-58-7200

久喜市くりの木
TEL 0480-55-2341  FAX 0480-55-2343

久喜東地域包括支援センター
久喜市社協居宅介護支援事業所
久喜市社協訪問介護事業所
久喜市手話通訳者派遣事業

TEL 0480-23-8845
TEL 0480-23-3934
TEL 0480-24-0790
TEL 0480-23-2526
FAX 0480-22-1177

福祉なんでも相談電話
TEL 0480-24-0700

毎日(第4土曜日・年末年始を除く）9～17時

手話を覚えましょう 久喜市社協の出前相談

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止する可能性があります。
中止する場合は社協ホームページでお知らせします。
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この社協だよりは、共同募金の配分をうけて発行しています。

久喜市社協

Mail kukishakyou@kukishakyo.or.jp
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＊クッキープラザ＊
奇数月（1・3・5・7・9・11月）の
第3火曜日＜10時30分～12時30分＞

＊イトーヨーカドー＊
偶数月（2・4・6・8・10・12月）の
25日＜10時30分～12時30分＞

＊わし宮団地集会所＊
毎月第2火曜日＜10時～12時＞

●お知らせ：新型コロナウイルス感染拡大の影響により、くき社協だより第63号は９月15日発行から
10月１日発行に変更させていただきましたので、ご了承くださいますようお願いいたします。

お疲れ様です ありがとう
ございます

両手を軽く握り
左腕を２回たたく

左手甲にのせた右手
を上にあげる

第63号　令和２年10月１日くき社協だより ふれあいネットワーク
NO.63
令和２年10月１日

詳しくは、３ページをご覧ください。詳しくは、３ページをご覧ください。

＊写真は昨年度の活動風景を使用しています。

社協の本所及び各支所で受け取ることができます。窓口でお声がけください。

こんな時だから、
いつもやっていたことが、とても大切に想える・・・・。
こんな時だから、
いつもやっていたことが、とても大切に想える・・・・。
熱を測って体調を確認する回数が増えました。
手指消毒もマスクもしています。
いつもと違うことが増えました。
でも、いつもどおりに、けやきの木に行けば、
「牛乳パックいす」を作っています。
「刺し子」を縫っています。
「ウエス」作りも行っています。
そして、いつもどおりの「仲間の笑顔」が
あります。

★手芸品
　（フクロウ）
　1個100円 ★刺し子布巾

　大:300円
 中:250円

★牛乳パックいす
　大:1,500円
　中:1,000円
 小:  800円

久喜市けやきの木
☎21-7555

問合せ

ウエスの材料も
募集中!!

久喜市けやきの木では、現在３点の
自主製品を販売しています。数に限
りがございますが、ぜひお求めくだ
さい。

歳末たすけあい募金
配分事業の
申請期限は、

10月9日まで㊎

です。



くき社協だより 令和２年度　社協会員の加入状況　一般1,917口　賛助16口　法人1口　（令和２年７月31日現在）第63号　令和２年10月１日

　皆様から寄せられた地域歳末たすけあい募金は、久喜市社協が実施する「一時金配分事業」「新型コロナ
ウイルス特例一時金配分事業」「ふれあい活動助成事業」「年越し配布事業」に活用させていただきます。

～久喜市社協では、埼玉県共同募金会の久喜市支会として、共同募金の推進に協力をしています～

共同募金運動がはじまります　皆様のご協力をお願いいたします。共同募金運動がはじまります　皆様のご協力をお願いいたします。

　今年も10月１日から、全国一斉に共同募金運動がはじまります。市内で実施する共同募金運動には
「赤い羽根募金」と「地域歳末たすけあい募金」があります。
　今年は新型コロナウイルス感染症の影響により、例年どおりのご協力や活動が難しい状況にある中、
大変恐縮でありますが、福祉活動への参加のひとつとして、みんなで支え合い、地域福祉の推進をはじ
め、社会福祉施設の整備や支援を必要としている方が地域で安心して暮らすことができることを目標に
実施しますので、何卒よろしくお願いいたします。

　区長会などを通じて、
各世帯に協力をお願い
する募金です。

戸別募金

　駅前や商業施設、イベント
会場などで協力を
お願いする募金
です。

街頭募金 職域募金
　事業所や企業・団体に勤め
る方々を対象として、クオ
カードや図書カード、バッジ
を活用して協力をお願いする
募金です。

個人・法人募金
　特に理解のある個人・法人
を対象に協力を
お願いする募金
です。

学校募金
　学校と連携しながら、福祉
教育の一環として取り組む募
金です。共同募金を通じたボ
ランティア参加であることに
主眼をおいています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　埼玉県共同募金会では、寄附金つきグッズによる募金を受け付けております。
　赤い羽根カード（クオカード・図書カード）は1枚1,000円以上、
バッジは１個500円以上のご寄附をお願いいたします。

寄附金つきグッズのご紹介寄附金つきグッズのご紹介

※500円がプリペイドカードとしてご使用いただけます。

▲ クオカード 1,000円（※）
「尾ノ内氷柱」（小鹿野町）

▲ 図書カード 1,000円（※）
　　「古利根川流灯まつり」（杉戸町）

　寄附金つきグッズは、久喜市社協の
窓口で取り扱っています。
　お気軽にお問い合わせください。

 問合せ
　埼玉県共同募金会久喜市支会　
　（事務局：久喜市社会福祉協議会）
　☎23-2526

▲ バッジ 500円

『心の「密」は絶やさない。共同募金    』『心の「密」は絶やさない。共同募金    』

各申請書は、久喜市社会福祉協議会本所、各支所の窓口で配布及び本会ホームページから
取得できます。詳細は、申請書をご覧ください。

　共同募金は、地域ごとの使い道や集める額を事前に定めて、募金を募る「計画募金」
です。
　計画に基づき、目標額を事前に設定しているため、１世帯あたりの目安となる額
を算出し、お示ししておりますが、強制や割り当てをするものではございません。

歳末たすけあい募金配分事業の申請を受け付けています

【申請期限】　令和２年１０月９日（金）まで【申請期限】　令和２年１０月９日（金）まで

　年越し配布事業　年越し配布事業
　市内に居住し、生活にお困りで支援を必要とする世帯へ、埼玉県産のお米３㎏を配布します。
【対象】生活にお困りで支援を必要とする世帯
　　　 （「一時金配分事業」「新型コロナウイルス特例一時金配分事業」該当者及び生活保護世帯は除

きます。ただし、生活保護世帯のうち、母子・父子世帯は対象となります。）

　ふれあい活動助成事業　ふれあい活動助成事業
　歳末時期を機会とし、地域のたすけあいやささえあい活動など、誰もが安心して暮らせる福祉のま
ちづくりのための活動や事業等に助成します。
【対象】区長会、自治会、町内会、コミュニティ協議会、ふれあい・いきいきサロン、ＮＰＯ法人、

ボランティア団体など、久喜市内を拠点に活動している団体

　新型コロナウイルス特例一時金配分事業　新型コロナウイルス特例一時金配分事業
　市内に居住し、新型コロナウイルス感染症の影響により、お困りの方に久喜市商工会発行の商品券
を配分します。
【対象】総合支援資金特例貸付を申請し、現在もなお生活にお困りの方

　一時金配分事業　一時金配分事業
　市内に居住し、歳末時期に支援を必要とする世帯へ一時金を配分します。（施設等入所者及び生活
保護世帯は除きます。)
【対象】①世帯全員が市県民税非課税の世帯
 ②世帯員が次のア・イのいずれかに該当することに加え、市県民税が非課税である方の属す

る世帯
 ア　次のⅰ～ⅲに該当する障害者手帳を所持している方
 　　ⅰ身体障害者手帳（1級）　ⅱ療育手帳○A　ⅲ精神障害者保健福祉手帳（1級）
 イ　難病等の受給者証を所持している方
 ③その他支援が必要と認められる世帯（市県民税課税世帯）
 　新型コロナウイルス感染症の影響を除く、事故や病気、失業などの諸事情により生活困窮

となった世帯
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くき社協だより 第63号　令和２年10月１日

教育に関する奨学金や
　　貸付制度のご案内
教育に関する奨学金や
　　貸付制度のご案内

進学の夢を応援します!進学の夢を応援します!

くき元気サービス会員登録状況　協力会員：201人　利用会員：518人（令和２年７月31日現在）
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令和2年度社協会員募集について令和2年度社協会員募集について
　久喜市社協では、例年、６月１日から８月31日までの期間を「社協会員募集強化期間」と
して設定し、区長さんや班長さんをはじめ、住民の皆様のご協力により、会員募集活動を行っ
ております。
　今年度につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年どおりの期間に会員
募集活動をすることが難しい状況となっていましたので、強化期間を以下のとおり変更して実
施させていただきたいと思います。
　社協の会費は、ふれあい・いきいきサロンをはじめとする小地域福祉活動の推進、赤ちゃん
誕生祝事業やふれあい食事サービスなど、社協事業を進める上で欠かすことのできない貴重な
財源です。住民の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。
　なお、会員の加入については、強化期間中に区長さんや班長さんがご自宅に集金に伺う方法
だけでなく、社協の本所及び各支所の窓口でも受け付けております。

　このたび、欠員となっていた理事及び評議員が選任されましたのでご紹介します。
　なお、久喜市社協の理事は、埼玉県共同募金会久喜市支会の理事も兼ねています。

会員種類
一般会員
賛助会員
法人会員

金　額   
700円
2,000円
10,000円

                    対　象

社協の趣旨に賛同する個人・世帯
社協の趣旨に特に賛同する個人・世帯または団体等
社協の趣旨に特に賛同する団体・法人・事業所等

変更前の強化期間
令和2年6月1日～令和2年8月31日

変更後の強化期間
令和2年10月1日～令和2年11月30日

変更前の強化期間
令和2年6月1日～令和2年8月31日

変更後の強化期間
令和2年10月1日～令和2年11月30日

【強化期間の変更】

理事及び評議員のご紹介理事及び評議員のご紹介

【第６期理事】 任期：残任期間（久喜市社協：令和3年度の定時評議員会の終結の時まで）
  （久喜市支会：令和3年6月8日まで）

氏　名
杉野　　修

選任区分
議　　会

（敬称略）

【第５期評議員】任期：残任期間（令和3年度の定時評議員会の終結の時まで）

氏　名
立川　里子
鈴木　　薫
成田ルミ子

選任区分
保護司会

シルバー人材センター
議　　会

（敬称略）

【会員の種類】

住居確保給付金とは？
　休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれのある方々について、原則３か月、最大９か月、
家賃相当額を自治体から家主さん（クレジットカードで家賃を支払っている場合は申請された方）
に支給します。
支給上限額はいくら？
単身世帯：37,000円　　２人世帯：44,000円　　　３～５人世帯：48,000円
６人世帯：52,000円　　７人以上の世帯：58,000円
※支給には収入や資産の要件もございますので、詳しくはお問い合わせください。
　 問合せ  久喜市社会福祉協議会（相談支援課自立相談係）　☎23-2526

日本学生支援機構奨学金
【対　象】
・高専、専修、短大、大学に在学中の方（進学予定
も含む）
・成績要件、所得要件あり
【貸与額】（大学進学の場合）

【問合せ】
在学している学校へお問い合わせください。

第一種
第二種

無利子
年利３％を上限

月額最大6.4万円
月額最大12万円

【対　象】
・高等学校等に在学中の生徒（進学予定の中学３年
生を含む）
・保護者が埼玉県内に居住
・品行方正であって学習意欲がある
・経済的理由により就学が困難である
・所得要件あり
【貸与額】無利子

【問合せ】
在学している学校へお問い合わせください。

埼玉県高等学校等奨学金

奨学金
月額1.5万円
月額2.0万円
月額2.5万円
月額2.0万円
月額3.0万円
月額4.0万円

入学一時金
５万円

10万円

10万円

25万円

国公立高等学校等

私立高等学校等

【対　象】・修業年限が６か月以上（外国の教育施設
　　　　　 は３か月以上）で中学校卒業以上の方
             ・所得要件あり
【融資限度額】年利1.70％（変動あり）上限350万円
※一定の要件に該当する場合、上限450万円
【問合せ】日本政策金融公庫へお問い合わせください。

教育一般貸付（国の教育ローン）

【対　象】・母子家庭の母、父子家庭の父
             ・父母のいない20歳未満の子
【貸付限度額】無利子

【問合せ】東部中央福祉事務所へお問い合わせください。

【対　象】低所得者世帯等
 ～教育支援費～
授業料、施設設備費、PTA会費等が該当
【貸付限度額】無利子

 

～就学支援費～
入学費、教科書・制服購入費等が該当
【貸付限度額】無利子　50万円以内
【問合せ】久喜市社会福祉協議会まで
              ご連絡ください。

母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付

教育支援資金（生活福祉資金貸付）

自宅通学
月額2.7万円
月額4.5万円
月額7.1万円
月額10.85万円

月額3.45万円
月額5.25万円
月額10.85万円
月額14.6万円

国公立高校
私 立 高 校
国公立大学
私 立 大 学

自宅外通学

月額3.5万円
月額6.0万円
月額6.0万円
月額6.5万円

高 等 学 校
高等専門学校
短  期  大  学
大　　　　学

住居確保給付金のご案内住居確保給付金のご案内
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教育に関する奨学金や
　　貸付制度のご案内
教育に関する奨学金や
　　貸付制度のご案内

進学の夢を応援します!進学の夢を応援します!

くき元気サービス会員登録状況　協力会員：201人　利用会員：518人（令和２年７月31日現在）
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令和2年度社協会員募集について令和2年度社協会員募集について
　久喜市社協では、例年、６月１日から８月31日までの期間を「社協会員募集強化期間」と
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　なお、会員の加入については、強化期間中に区長さんや班長さんがご自宅に集金に伺う方法
だけでなく、社協の本所及び各支所の窓口でも受け付けております。
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くき社協だより

 
9/1～10/13

（毎週火曜）
10：00～11：30

（健康福祉センター（くりむ））

10/16～11/20
（毎週金曜）

19：00～20：30
（ふれあいセンター久喜）

10/30～12/4
（毎週金曜）

10：00～11：30
（ふれあいセンター久喜）

10/5～11/30
（毎週月曜）

10：00～11：30
（ふれあいセンターこすもす）

8/21～10/9
（毎週金曜）

10：00～11：30
（ふれあいセンター久喜）

10/15～12/3
（毎週木曜）

19：00～20：30
（ふれあいセンター久喜）

受付
終了

受付
終了

受付
終了

　例年、秋に開催しておりました「くりの木まつり」「ボランティアまつり・介護応援まつり」は
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、中止することといたしました。
　開催を楽しみにしていた皆様には、心よりお詫び申し上げますとともに、ご理解のほどよろしく
お願い申し上げます。

認知症サポーター養成講座　養成サポーター数：47人（令和２年７月31日現在）

令和２年度　手話講座令和２年度　手話講座

～お話しませんか？～　「介護者の会」のお知らせ～お話しませんか？～　「介護者の会」のお知らせ

　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、今年度は通常の養成講座を中止させて
いただきます。代わりに回数、定員を減らし下記の日程で講座を開講いたします。

番号 講座名 内　容 対象者 日時・場所

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｂ

③

②

初めての手話講座
（全６回×３か所）
※実技５回、講話１回
※テキスト代990円必要

レベルアップ講座
（全８回）

手話通訳にチャレンジ
（全８回）

・簡単な手話を覚
えましょう

・聴覚障がいにつ
いて理解しま
しょう

・手話の読み取り、
伝達をしてみま
しょう

・手話通訳とは？
・手話通訳の仕事
とは？

・手話で会話をし
てみましょう

・手話奉仕員養成
講座の復習

手話を初めて
学ぶ方

手話奉仕員
養成講座「基
礎編」修了者

手話経験者

第63号　令和２年10月１日

①

※定員：各講座10人（申込順、定員になり次第受付終了）
※市内在住の方に限ります
【申込み・問合せ】久喜市社会福祉協議会（本所）　☎23－2526

 久喜地区
日　時　11月10日（火）10時～11時30分
場　所　ふれあいセンター久喜  ３階  会議室５

 菖蒲地区
日　時　1０月26日（月）13時30分～15時
場　所　菖蒲コミュニティセンター  第３集会室

 栗橋地区
日　時　12月16日（水）13時30分～15時
場　所　コミュニティセンターくぷる多目的室４

 鷲宮地区
日　時　12月３日（木）13時30分～15時
場　所　ふれあいセンターこすもす　
　　　　　　　　　　　ボランティア活動室

　「聴くこと」を学びます。修了後は電話で
声かけをする『ふれあい電話サービス』のボ
ランティア活動に協力してください。電話で
つながり、元気をお届けしましょう。
【日　時】①11月５日（木） 10時～11時30分
 ②11月12日（木） 14時～15時30分
 ※講座は２回ともご参加ください。
【講　師】特定非営利活動法人
 埼玉カウンセリングセンター　
 代表理事　高倉　恵子　氏
【協　力】ふれあい電話サービスボランティア
【場　所】ふれあいセンター久喜
【定　員】12人（申込順）
【申込期間】 10月12日（月）～27日（火）
【申込み】 久喜市社会福祉協議会（本所）
　　　　　　　　　　　　　　☎23－2526

傾聴ボランティア養成講座

　コロナ禍の今だからこそ、心身の健康づくりが大切だと感じている方は多いと思います。
介護予防の重要性を多くの方にお知らせし、広めていきましょう。
【日　時】11月10日（火）　14時～15時30分
【講　師】シンコースポーツ株式会社
【内　容】介護予防についての講話と演習
【対　象】介護予防に関心があり、講座修了後に介護予防教室サポーター
 として活動できる方
【場　所】栗橋文化会館（イリス）会議室１・２
【定　員】12人（申込順）
【申込期間】 10月13日（火）～30日（金）
【申込み】 久喜市社会福祉協議会（本所）☎23－2526

介護予防教室サポーター養成講座

あなたも「久喜のサンタさん」
　クリスマスに「久喜のサンタ」
として、子どもたちへのカードづ
くりにご協力いただける方を募集
します。サンタのカードが、夢と
希望をはこびます。
【作成日】12月３日（木）　
 13時30分～15時30分
【場　所】ふれあいセンター久喜　会議室１
【定　員】12人（申込順）
【申込期間】 11月４日（水）～11月27日（金）
【申込み】久喜市社会福祉協議会（本所）
　　　　　　　　　　　　　　☎23－2526
※上記作成日以外でも、自宅でカードの作成や
カード作成の下準備等にご参加いただける方
をお待ちしています。ご連絡ください。

　新型コロナウイルスの影響で、地域で人と人とがつながる機会を持てなくなったり、孤立を強く
感じたり、出かけられなくなったことで高齢者の方の体力が低下してしまったりしています。
　でも、「誰かとつながりたい」、「お互いできる形で支え合いたい」という気持ちの方が多いので
はないかと思います。そんな気持ちを、今だからこそできるボランティア活動に活かしませんか。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、延期や中止の可能性があります。変更がある場合には、社協ホームページ等にて
　お知らせいたしますのでご確認ください。

ボランティア活動の一歩を!ボランティア活動の一歩を!こんなとき
　だからこそ
こんなとき
　だからこそ

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、延期や中止の可能性があります。
　変更がある場合には、社協ホームページ等にてお知らせいたしますので、ご確認ください。
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　開催を楽しみにしていた皆様には、心よりお詫び申し上げますとともに、ご理解のほどよろしく
お願い申し上げます。

認知症サポーター養成講座　養成サポーター数：47人（令和２年７月31日現在）

令和２年度　手話講座令和２年度　手話講座

～お話しませんか？～　「介護者の会」のお知らせ～お話しませんか？～　「介護者の会」のお知らせ

　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、今年度は通常の養成講座を中止させて
いただきます。代わりに回数、定員を減らし下記の日程で講座を開講いたします。

番号 講座名 内　容 対象者 日時・場所

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ａ

Ｂ

③

②

初めての手話講座
（全６回×３か所）
※実技５回、講話１回
※テキスト代990円必要

レベルアップ講座
（全８回）

手話通訳にチャレンジ
（全８回）

・簡単な手話を覚
えましょう
・聴覚障がいにつ
いて理解しま
しょう

・手話の読み取り、
伝達をしてみま
しょう
・手話通訳とは？
・手話通訳の仕事
とは？

・手話で会話をし
てみましょう
・手話奉仕員養成
講座の復習

手話を初めて
学ぶ方

手話奉仕員
養成講座「基
礎編」修了者

手話経験者

第63号　令和２年10月１日

①

※定員：各講座10人（申込順、定員になり次第受付終了）
※市内在住の方に限ります
【申込み・問合せ】久喜市社会福祉協議会（本所）　☎23－2526

 久喜地区
日　時　11月10日（火）10時～11時30分
場　所　ふれあいセンター久喜  ３階  会議室５

 菖蒲地区
日　時　1０月26日（月）13時30分～15時
場　所　菖蒲コミュニティセンター  第３集会室

 栗橋地区
日　時　12月16日（水）13時30分～15時
場　所　コミュニティセンターくぷる多目的室４

 鷲宮地区
日　時　12月３日（木）13時30分～15時
場　所　ふれあいセンターこすもす　
　　　　　　　　　　　ボランティア活動室

　「聴くこと」を学びます。修了後は電話で
声かけをする『ふれあい電話サービス』のボ
ランティア活動に協力してください。電話で
つながり、元気をお届けしましょう。
【日　時】①11月５日（木） 10時～11時30分
 ②11月12日（木） 14時～15時30分
 ※講座は２回ともご参加ください。
【講　師】特定非営利活動法人
 埼玉カウンセリングセンター　
 代表理事　高倉　恵子　氏
【協　力】ふれあい電話サービスボランティア
【場　所】ふれあいセンター久喜
【定　員】12人（申込順）
【申込期間】 10月12日（月）～27日（火）
【申込み】 久喜市社会福祉協議会（本所）
　　　　　　　　　　　　　　☎23－2526

傾聴ボランティア養成講座

　コロナ禍の今だからこそ、心身の健康づくりが大切だと感じている方は多いと思います。
介護予防の重要性を多くの方にお知らせし、広めていきましょう。
【日　時】11月10日（火）　14時～15時30分
【講　師】シンコースポーツ株式会社
【内　容】介護予防についての講話と演習
【対　象】介護予防に関心があり、講座修了後に介護予防教室サポーター
 として活動できる方
【場　所】栗橋文化会館（イリス）会議室１・２
【定　員】12人（申込順）
【申込期間】 10月13日（火）～30日（金）
【申込み】 久喜市社会福祉協議会（本所）☎23－2526

介護予防教室サポーター養成講座

あなたも「久喜のサンタさん」
　クリスマスに「久喜のサンタ」
として、子どもたちへのカードづ
くりにご協力いただける方を募集
します。サンタのカードが、夢と
希望をはこびます。
【作成日】12月３日（木）　
 13時30分～15時30分
【場　所】ふれあいセンター久喜　会議室１
【定　員】12人（申込順）
【申込期間】 11月４日（水）～11月27日（金）
【申込み】久喜市社会福祉協議会（本所）
　　　　　　　　　　　　　　☎23－2526
※上記作成日以外でも、自宅でカードの作成や
カード作成の下準備等にご参加いただける方
をお待ちしています。ご連絡ください。

　新型コロナウイルスの影響で、地域で人と人とがつながる機会を持てなくなったり、孤立を強く
感じたり、出かけられなくなったことで高齢者の方の体力が低下してしまったりしています。
　でも、「誰かとつながりたい」、「お互いできる形で支え合いたい」という気持ちの方が多いので
はないかと思います。そんな気持ちを、今だからこそできるボランティア活動に活かしませんか。
※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、延期や中止の可能性があります。変更がある場合には、社協ホームページ等にて
　お知らせいたしますのでご確認ください。

ボランティア活動の一歩を!ボランティア活動の一歩を!こんなとき
　だからこそ
こんなとき
　だからこそ

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、延期や中止の可能性があります。
　変更がある場合には、社協ホームページ等にてお知らせいたしますので、ご確認ください。



くき社協だより 久喜市社協ボランティアセンター登録数　登録団体：83団体　個人登録：272人（令和２年７月31日現在）

久喜市手話サークル久喜市手話サークル
栗橋地区栗橋地区

聴覚障がい者への聴覚障がい者への
協力及び手話勉強会協力及び手話勉強会

久喜市手話サークル久喜市手話サークル
菖蒲地区菖蒲地区

聴覚障がい者との聴覚障がい者との
情報交換や情報交換や

レクリエーションレクリエーション

花で絆会花で絆会
菖蒲町内の菖蒲町内の

花を育てています花を育てています

～ご寄附の紹介～「温かい善意ありがとうございます」（6.1～7.31現在）
6.1
6.1
6.3
6.12
6.15
6.22
6.24
7.1
7.10
7.14

匿名
匿名
匿名
匿名
匿名
いきがい大学38期鷲宮会 様
匿名
大輪歩こう会 様
匿名
渡建工業株式会社 様

100,000円
100,000円
25,000円
20,000円
100,000円
15,159円
10,000円
3,445円
50,000円
100,000円

寄附金

6.9

6.10
7.7
7.9
7.10
7.29

栗橋音頭保存会 様

匿名
久喜市聴覚障害者協会 様
匿名
匿名
匿名

栗橋昔唄・昔踊り継承プロジェ
クト踊り方解説映像（DVD）
玄米30kg
透明衛生マスク
シルバーカー
食料品
乾麺（うどん）１箱

寄附物品

渡建工業株式会社様（7月27日）

感謝状を
贈呈いたしました

災害義援金について災害義援金について
　埼玉県共同募金会久喜市支会では、久喜市社協を窓口として、災害義援
金を受け付けています。現在受付中の災害義援金は以下のとおりです。
　皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

※1　中央共同募金会の他、愛媛県、岡山県、広島県の共同募金会で募集
※2　中央共同募金会の他、宮城県、長野県、福島県の共同募金会で募集
※3　中央共同募金会の他、熊本県、福岡県、大分県、鹿児島県、佐賀県、山形県の共同募金会で募集

義援金名称 募集期間
平成28年熊本地震義援金
平成30年7月豪雨災害義援金 ※1
令和元年台風第19号災害義援金 ※2
令和2年7月豪雨災害義援金 ※3

令和３年３月31日まで
令和３年６月30日まで
令和３年３月31日まで
令和２年12月25日まで

第63号　令和２年10月１日

鷲　宮

久喜市久喜
母子愛育会
高齢者の検診の
お手伝いや
子育て支援活動

久　喜

明るい社会明るい社会
づくりの会づくりの会
アフリカ難民にアフリカ難民に
毛布を送る毛布を送る
運動など運動など

久喜地区更生保護
女性会久喜部会
青少年の非行や
犯罪を防ぎ、

健全育成を進める

更生保護女性会
菖蒲部会

学校に本の寄贈、子どもたちの見守り活動も

栗橋栗橋
おもちゃの病院おもちゃの病院
こわれたおもちゃこわれたおもちゃ
を修理するを修理する
ボランティアボランティア

ガイドヘルプ
「ベルの会」
視覚障がい者の
外出サポートの活動

ボランティア
サークルプルメリア
福祉施設への訪問・

公演活動

精神保健ボランティア
すまいる

福祉施設への訪問・
公演活動

人形劇団人形劇団
久喜どんぐり久喜どんぐり
施設や子どもたち施設や子どもたちのために人形劇ののために人形劇の公演活動公演活動久喜介護者の久喜介護者の

つどいつどい
月１回、介護者月１回、介護者
サロン「四つ葉」をサロン「四つ葉」を
開いています開いています

久喜点字サークル
ぎんなん

視覚障がい者の
ために図書や情報
の点訳活動

久喜市音訳の会
コスモスライブラリー
視覚障がい者のため

に

市の広報や図書の音
訳活動

菖　蒲 栗　橋

菖蒲菖蒲
エコキャップの会エコキャップの会
ペットボトルのペットボトルの
キャップを集め、キャップを集め、
ワクチンにワクチンに

久喜市介護保険久喜市介護保険
いきいき21いきいき21

介護保険の勉強会や介護保険の勉強会や
施設見学など施設見学など

久喜市手話サークル久喜市手話サークル
くき地区くき地区

聴覚障がい者と聴覚障がい者と
いっしょに楽しくいっしょに楽しく
手話を学ぶ手話を学ぶ

久喜傾聴ほほえみ久喜傾聴ほほえみ聴かせていただくことを
聴かせていただくことを通じてお相手の気持ちに
通じてお相手の気持ちに寄り添います寄り添います

杉の子会杉の子会
在宅寝たきり在宅寝たきり
高齢者に高齢者に

「友愛通信」を送る「友愛通信」を送る

菖蒲町しらさぎ
ボランティア
社協ふれあい食事

サービス

折姫の会
折り紙の温もりと
優しさを、デイ
サービスにも出前
しています

栗橋ボランティアKCC
栗橋ボランティアKCC社協ふれあい食事サービス
社協ふれあい食事サービスの調理ボランティアの調理ボランティア

障害者パソコン障害者パソコン
ボランティアたんぽぽボランティアたんぽぽ

障がい者の障がい者の
パソコンサポートの活動パソコンサポートの活動

配食サービスボランティアグループ手作り弁当をひとり暮らしの方へ届けて安否確認

ふれあい
電話サービス
ひとり暮らしの

高齢者に電話をかけて
お話相手に

久喜市手話
サークル

わしのみや
地区久喜市手話

サークル

わしのみや
地区

聴覚障がい
者との

聴覚障がい
者との

コミュニケ
ーション

コミュニケ
ーション

と手話の学
習

と手話の学
習

ボランティアのページボランティアのページ 編集／久喜市ボランティア団体協議会
№15

ボランティアの仲間たちの交流と情報交換、研修の場です。　　　　　　　　　　
皆さんも、久喜市ボランティア団体協議会に参加して交流の輪を拡げましょう。

ボランティア団体協議会加盟のグループを紹介します。ボランティア団体協議会加盟のグループを紹介します。

栗橋ボランティア栗橋ボランティア
友の会友の会

社協ふれあい食事社協ふれあい食事
サービスの配達サービスの配達
ボランティアボランティア

平成28年熊本地震義援金
平成30年7月豪雨災害義援金
令和元年8月佐賀県豪雨災害義援金
令和元年台風19号災害義援金

※上記の4つの義援金はそれぞれ按分して送金いたしました。

義援金名称 金額 義援金名称 金額
災害義援金社協窓口受付分（令和2年7月31日現在）

令和2年7月豪雨災害義援金 13,012円
588円

（各147円）



くき社協だより 久喜市社協ボランティアセンター登録数　登録団体：83団体　個人登録：272人（令和２年７月31日現在）
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花で絆会花で絆会
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花を育てています花を育てています

～ご寄附の紹介～「温かい善意ありがとうございます」（6.1～7.31現在）
6.1
6.1
6.3
6.12
6.15
6.22
6.24
7.1
7.10
7.14
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匿名
匿名
匿名
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匿名
渡建工業株式会社 様

100,000円
100,000円
25,000円
20,000円
100,000円
15,159円
10,000円
3,445円
50,000円
100,000円

寄附金

6.9

6.10
7.7
7.9
7.10
7.29
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久喜市聴覚障害者協会 様
匿名
匿名
匿名

栗橋昔唄・昔踊り継承プロジェ
クト踊り方解説映像（DVD）
玄米30kg
透明衛生マスク
シルバーカー
食料品
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渡建工業株式会社様（7月27日）
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贈呈いたしました

災害義援金について災害義援金について
　埼玉県共同募金会久喜市支会では、久喜市社協を窓口として、災害義援
金を受け付けています。現在受付中の災害義援金は以下のとおりです。
　皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

※1　中央共同募金会の他、愛媛県、岡山県、広島県の共同募金会で募集
※2　中央共同募金会の他、宮城県、長野県、福島県の共同募金会で募集
※3　中央共同募金会の他、熊本県、福岡県、大分県、鹿児島県、佐賀県、山形県の共同募金会で募集
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平成30年7月豪雨災害義援金 ※1
令和元年台風第19号災害義援金 ※2
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義援金名称 金額 義援金名称 金額
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588円

（各147円）
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　６月26日（金）菖蒲東小学校でボランティア２人の協力をいただき、車いす体験を
行いました。生徒たちからは「初めての体験で乗った経験をいかしたい」との感想があ
りました。ボランティアの方からも、「見るのと実際に触るのとでは、感想が違ったの
ではないだろうか」との言葉をいただきました。当日は間隔をとったり、車いすの消毒
を行ったりしながらの実施となりましたが、生徒たちは元気良く、積極的に車いすに触
れていました。

　６月26日（金）菖蒲小学校の５年生を対象に、認知症サポーター養成講座を開催し
ました。子どもたちは真剣に話を聞きながら、質問に元気に答えてくれました。認知症
の方への対応の方法について、体験を通して学ぶ場
面では、積極的に参加をしてくれた姿がとても印象
的でした。「認知症の方への対応の仕方を学べてよ
かった」「お父さんお母さんが認知症になった時
に、今日の話を思い出して対応したい」という感想
をいただきました。

社協の出前講座～（車いす体験）を行いました

認知症サポーター養成講座を開催しました

　７月17日（金）にふれあいセンター久喜で、福祉委員研修会（久喜地区）を開催し
ました。今回は新任福祉委員向けの研修として企画し、39人の方にご参加いただき、
改めて福祉委員について説明を行った後、久喜地区の福祉委員として活動されている
方々から、活動報告をしていただきました。
　報告の中では、「同じ地域の住民として“ほっとけない”ですよね」とか「日頃からコ
ミュニケーションの時間を大切にし、“友達の友達の友達まで”顔がつながっています」
など、参加者にとっては、今後の活動の参考になる報告をいただくことができました。
参加者から、「とてもいい実りのある時間でした」などの感想がありました。ご報告い
ただいた皆様、ありがとうございました。
　　　　　　　　　　　～ 活動報告 ～
久喜第７区　「地域で困ったときの連携」
　区長・福祉委員　青木　迪彦　氏
　民生・児童委員　磯貝　泰代　氏
久喜第23区　「百才ふれあい・いきいきサロン開設の経緯と運営の紹介」
　区長代理・福祉委員　善林　六朗　氏
　福祉委員　松岡　壽一　氏
　福祉委員　森山　教子　氏
　福祉委員　小林　利子　氏

　７月14日（火）に、わし宮団地集会所で社協の出前講座を実施しました。
　わし宮団地集会所では、毎月第２火曜日にふれあいサロンが開催されていますが、新
型コロナウイルス感染症の影響で、数か月間サロンを休止していたため、今回は久々の
開催となりました。会場の窓やドアを開けて十分な換気を行い、テーブルやいす等の消
毒、座席の間隔を空けるなど、感染防止を徹底したうえでの開催となりました。

　今回の出前講座のテーマは「介護予防教室」です。体操を先導してくださるボラン
ティアさん２人の協力をいただき、いすに座ってできる体操や音楽に合わせた脳トレを
行いました。脳トレは少し間違えるくらいが、脳の活性化に良いと言われています。
　参加者の方からは、「久しぶりに皆と会えて良かった」「自粛生活で運動をする機会
がなかったので、身体を動かせて良かった」等の声をいただき、マスクをしていても、
皆さんの笑顔を感じることができました。
　このような状況の中でも、さまざまな工夫を凝らして、サロンを開催してくださった
皆様、出前講座に参加してくださった皆様、ありがとうございました。

社協の出前講座（介護予防教室）を行いました

福祉委員研修会（久喜地区）を開催しました

　新型コロナウイルス感染症の影響で休止をしていた「ふれあい・いきいきサロン」が、
３密にならないように席を工夫したり、サロン開始前・終了後にいす等を消毒したり、
受付での検温の実施等さまざまな対策を講じながら、再開し始めました。
　久しぶりのサロンで会う人同士、お互いの元気を確かめ合い、話が尽きない様子でし
た。体操では、マスクをしながら、いつもより周りとの間隔をあけ、
ゆっくりと休憩をはさみながら、行っていました。また、お休みの期
間に誕生日を迎えた方をお祝いしたり、おうち時間の宿題として、
「まちがえ探し」のプリントを配ったりと工夫されておりました。

　毎年、記憶力チェック体験を実施しておりますが、今年度は新たな会場として7月1
日（水）に栗橋コミュニティーセンターくぷるで行い、7月22日（水）栗橋公民館と7
月31日（金）健康福祉センターくりむで昨年同様に実施しました。内容は、認知症
チェックシートに回答し、その後、タッチパネルで質問に
回答します。結果はその場で確認できます。
　今年は、新型コロナウイルス感染症対策として、非接触
性の体温計やアルコール消毒液も準備して行いました。初
めて参加した方からは「簡単な検査なのでまた来年も参加
したい」との声もありました。今後も継続して広報し、多
くの方に記憶力チェック体験をしていただきたいと思います。

ふれあい・いきいきサロンが再開し始めました

記憶力チェック体験を栗橋地区 3か所で行いました
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●寄附、災害義援金報告
●久喜市ボランティア団体協議会「ほほえみ」
●各地区の情報コーナー
●けやきの木自主製品紹介

連絡先
社会福祉法人久喜市社会福祉協議会（本所・事務局）
TEL 0480-23-2526  FAX 0480-24-1761

障がい者施設
久喜市けやきの木
TEL 0480-21-7555  FAX 0480-21-7555

支　所
菖蒲支所（菖蒲地域包括支援センター）
TEL 0480-85-8131  FAX 0480-85-8808
栗橋支所（栗橋地域包括支援センター）
TEL 0480-52-7835  FAX 0480-52-7801
鷲宮支所（鷲宮地域包括支援センター）
TEL 0480-58-9131  FAX 0480-58-7200

久喜市くりの木
TEL 0480-55-2341  FAX 0480-55-2343

久喜東地域包括支援センター
久喜市社協居宅介護支援事業所
久喜市社協訪問介護事業所
久喜市手話通訳者派遣事業

TEL 0480-23-8845
TEL 0480-23-3934
TEL 0480-24-0790
TEL 0480-23-2526
FAX 0480-22-1177

福祉なんでも相談電話
TEL 0480-24-0700

毎日(第4土曜日・年末年始を除く）9～17時

手話を覚えましょう 久喜市社協の出前相談

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により中止する可能性があります。
中止する場合は社協ホームページでお知らせします。
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＊クッキープラザ＊
奇数月（1・3・5・7・9・11月）の
第3火曜日＜10時30分～12時30分＞

＊イトーヨーカドー＊
偶数月（2・4・6・8・10・12月）の
25日＜10時30分～12時30分＞

＊わし宮団地集会所＊
毎月第2火曜日＜10時～12時＞

●お知らせ：新型コロナウイルス感染拡大の影響により、くき社協だより第63号は９月15日発行から
10月１日発行に変更させていただきましたので、ご了承くださいますようお願いいたします。

お疲れ様です ありがとう
ございます

両手を軽く握り
左腕を２回たたく

左手甲にのせた右手
を上にあげる

第63号　令和２年10月１日くき社協だより ふれあいネットワーク
令和２年10月１日

詳しくは、３ページをご覧ください。詳しくは、３ページをご覧ください。

＊写真は昨年度の活動風景を使用しています。

社協の本所及び各支所で受け取ることができます。窓口でお声がけください。

こんな時だから、
いつもやっていたことが、とても大切に想える・・・・。
こんな時だから、
いつもやっていたことが、とても大切に想える・・・・。
熱を測って体調を確認する回数が増えました。
手指消毒もマスクもしています。
いつもと違うことが増えました。
でも、いつもどおりに、けやきの木に行けば、
「牛乳パックいす」を作っています。
「刺し子」を縫っています。
「ウエス」作りも行っています。
そして、いつもどおりの「仲間の笑顔」が
あります。

★手芸品
　（フクロウ）
　1個100円 ★刺し子布巾

　大:300円
 中:250円

★牛乳パックいす
　大:1,500円
　中:1,000円
 小:  800円

久喜市けやきの木
☎21-7555

問合せ

ウエスの材料も
募集中!!

久喜市けやきの木では、現在３点の
自主製品を販売しています。数に限
りがございますが、ぜひお求めくだ
さい。

歳末たすけあい募金
配分事業の
申請期限は、

10月9日まで㊎

です。




