
久喜市けやきの木の裏手にある桜の木です。（令和2年3月撮影）

第66号　令和３年４月１日くき社協だより

社協だより

Index
●共同募金、歳末たすけあい募金配分事業の報告
●会員募集の報告
●寄附の報告、情報配信サービスのお知らせ
●ボランティア講座の予定
●久喜市ボランティア団体協議会「ほほえみ」
●各種お知らせ①、手話
●施設職員の仕事
●各地区の情報コーナー
●各種お知らせ②

連絡先 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 0480-52-7804
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

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

訪問介護事業所廃止のお知らせ
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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。
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●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66号は3月15日発行から4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。

ふれあいネットワーク
NO.66
令和３年４月１日
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　久喜市社協では、令和３年３月31日
をもって久喜市社協訪問介護事業所
を廃止し、サービスの提供を終了さ
せていただきました。
　皆様の長年にわたる
ご厚情に心から感謝
申し上げます。

※くき社協だよりを単体で発行するのは今号で最後となります。

　「くき社協だより」は、次号（第 67 号）から以下のとおり変更となりますので、ご了承くださいます
ようお願いいたします。なお、次号は 5月 1 日発行となります。

発行回数 年6回（2か月ごとの発行） 年12回（毎月発行）
ページ数 12ページ 4ページ
発行方法 くき社協だより単体として発行 広報くきに折り込んで発行

変更前 変更後

くき社協だよりの変更のお知らせ

久喜市社協             チャンネル開設!!

くき社協ちゃんねるくき社協ちゃんねる
　おうち時間を楽しく過ごせるような、脳トレなどの
役立つコンテンツや社協の事業案内などの動画を随時
更新していきます。
　「くき社協ちゃんねる」、ぜひご覧ください！

QRコードを読み取るとYouTubeの
【くき社協ちゃんねる】に繋がります。
QRコードを読み取るとYouTubeの
【くき社協ちゃんねる】に繋がります。

もお願いします♪

見てね！

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

久喜市手話通訳者派遣事業 TEL 0480-23-2526
FAX 0480-22-1177

久喜東地域包括支援センター　TEL 0480-23-8845
久喜市社協居宅介護支援事業所　TEL 0480-23-3934

　一日も早く、新型コロナウイルス
感染症が収束して、今年度はまた交
流の輪が広がったらいいなぁ・・・

ひとりで悩まずに

ご相談ご相談 ください。
l家族のこと・生活のこと l

お気軽に
久喜市社協の相談支援員が一緒に考え、自立に向けたサポートを行います。

無料
相談

久喜市に在住している方で、お悩みの方は、どなたでも相談いただけます。
社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会
相談支援課　自立相談係

8:30 ～ 17:15　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
☎0480-23-2526

こんなことで困っていませんか？
・失業して家賃が払えなくなりそう。
・就職…どうしたらいいのかわからない・・・。
・生活費…お金のやりくりに困った・・・。
・長年引きこもっている子どもの相談をしたい。

受付時間



くき社協だより 令和２年度　社協会員の加入状況　一般29,437口　賛助320口　法人122口　（令和３年2月28日現在）第66号　令和３年４月１日

令和２年度　共同募金運動のご協力ありがとうございます。令和２年度　共同募金運動のご協力ありがとうございます。
　令和２年度はコロナ禍にもかかわらず、市民の皆様をはじめ、市内各地区の区長、班長、民生委員・
児童委員等関係者の皆様のご協力のもと、「赤い羽根募金」・「地域歳末たすけあい募金」にご協力を
いただき、例年と同様に多くの募金を集めることができました。
　皆様から心あたたまる募金をお寄せいただき、誠にありがとうございました。

赤い羽根募金 12,905,154円12,905,154円総額

合計 11,046,770円合計 11,046,770円
各地区の区長や班長等の皆様を通じて、多くの世帯からご協力いただきました
●戸別募金　

合計 362,059円合計 362,059円●街頭募金（順不同・敬称略）　
【街頭募金協力団体】
久喜地区民生委員・児童委員協議会、菖蒲地区民生委員・児童委員協議会、栗橋地区民生委員・児
童委員協議会、鷲宮地区民生委員・児童委員協議会、ボーイスカウト久喜１・13団、ガールスカウ
ト埼玉県第67団、栗橋東中学校、栗橋西中学校、鷲宮中学校、久喜高等学校JRC部、栗橋地区ボラ
ンティア団体協議会、栗橋地区彩愛クラブ連合会、栗橋手をつなぐ育成会

【募金箱設置協力団体等】
久喜郵便局、久喜東町郵便局、久喜本町郵便局、久喜青葉団地内郵便局、久喜江面郵便局、菖蒲郵
便局、栗橋郵便局、南栗橋郵便局、鷲宮郵便局、鷲宮上内郵便局、東鷲宮駅前郵便局、埼玉東部消
防組合、毎日興業株式会社、株式会社ケイミックスパブリックビジネス、久喜宮代衛生組合、有限
会社エフ・サンエス、久喜市商工会、株式会社久喜菖蒲工業団地管理センター、双日商業開発株式
会社モラージュ菖蒲、イオン東鷲宮店、公益社団法人久喜市シルバー人材センター、憩いの家コス
モス、おおしか保育園、久喜市内公共施設（21か所）

合計 1,086,100円合計 1,086,100円●職域募金（順不同、敬称略）
事業所、施設、企業、団体等の皆様にご協力いただきました。
久喜地区民生委員・児童委員協議会
菖蒲地区民生委員・児童委員協議会
栗橋地区民生委員・児童委員協議会
鷲宮地区民生委員・児童委員協議会
久喜市役所
久喜市商工会
埼玉東部消防組合消防局
久喜警察署
鶴寿荘
久喜の里
久喜けいわ
久喜市いちょうの木
久喜市ゆう・あい
社会福祉法人翅会アルト・ボラルあおぞら
富士見乳児院
喜びの里鷲宮
在宅ケアセンターきらら

NPO法人くき愛結みの会
NPO法人誠会
NPO法人久喜の自然を愛する会
NPO法人きっちん・こすもす
久喜市立すみれ保育園
たから保育園
あやめ保育園
おおしか保育園
社会福祉法人さきたま会鷲宮保育園
社会福祉法人さきたま会鷲宮第二保育園
社会福祉法人さきたま会東鷲宮保育園
さくらだこども園
久喜工業高等学校
栗橋北彩高等学校
久喜ライオンズクラブ
久喜市久喜婦人会連合会
栗橋身体障がい者福祉会

社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会栗橋病院
株式会社大和保険事務所
医療法人社団埼玉巨樹の会新久喜総合病院
久喜本町郵便局
埼玉縣信用金庫久喜支店
武蔵野銀行久喜支店
武蔵野銀行久喜住宅ローンセンター
埼玉りそな銀行久喜支店
埼玉りそな銀行久喜住宅ローンご相談プラザ
埼玉りそな銀行久喜プレミアオフィス
埼玉りそな銀行菖蒲支店
埼玉りそな銀行栗橋支店
埼玉りそな銀行鷲宮支店
川口信用金庫久喜支店
川口信用金庫栗橋支店
栗橋地区彩愛クラブ連合会

合計 391,986円合計 391,986円●学校募金（順不同・敬称略）　　
学校を通じて、小・中・高等学校の児童や生徒の皆様にご協力いただきました

合計 13,738円合計 13,738円●個人募金（匿名１件）　　

久喜小学校
太田小学校
江面第二小学校
清久小学校
本町小学校
青葉小学校
青毛小学校
久喜東小学校
久喜北小学校

菖蒲小学校
小林小学校
三箇小学校
栢間小学校
菖蒲東小学校
栗橋小学校
栗橋西小学校
栗橋南小学校
鷲宮小学校

栗橋東中学校
栗橋西中学校
鷲宮西中学校
鷲宮東中学校
久喜高等学校
久喜工業高等学校
久喜あおば幼稚園
鷲宮保育園
鷲宮第二保育園

東鷲宮保育園桜田小学校
上内小学校
砂原小学校
東鷲宮小学校
久喜中学校
久喜東中学校
太東中学校
菖蒲中学校
菖蒲南中学校

合計 4,501円合計 4,501円
埼玉縣信用金庫久喜支店、日本ハムマーケティング株式会社
●法人募金（順不同・敬称略）　　　　

合計 32,561円合計 32,561円
久喜市市民大学、曹洞宗寺院有志一同、久喜おやこげきじょう
●街頭募金（順不同・敬称略）　　　　

地域歳末たすけあい募金　 8,525,732円8,525,732円総額

合計  8,493,171円合計  8,493,171円
各地区の区長や班長等の皆様を通じて、多くの世帯からご協力いただきました
●戸別募金　

歳末たすけあい募金配分事業の報告歳末たすけあい募金配分事業の報告
　歳末たすけあい募金配分事業は、新たな年を迎える時期に、誰もが地域において孤立することな
く、安心して暮らすことができる福祉のまちづくりのため、毎年実施をしています。
　令和２年度は、例年実施している「一時金配分事業」、「ふれあい活動助成事業」、「年越し配布事
業」に加え、新たな事業として、「新型コロナウイルス特例一時金配分事業」を実施し、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により生活にお困りの方へ、久喜市商工会の商品券を配分することができました。
　事業の実施にあたり、皆様にご協力をいただき、誠にありがとうございました。

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

　　　　　  合　計

480件

75件

23件
112件

 (164袋)

4,800,000円

750,000円

230,000円
242,000円
(予備分を含む)

6,022,000円

事業名 対象件数 配分金額

※事業支出は配分金額6,022,000円に各事務費841,704円を合わせ、合計
　6,863,704円となります。今年度は、法人から繰入れを実施しています。

令和２年度お寄せいただいた
「地域歳末たすけあい募金」
は、令和３年度の歳末たすけ
あい募金配分事業に活用さ
れます。

（令和３年2月28日現在）

（令和３年2月28日現在）



くき社協だより 令和２年度　社協会員の加入状況　一般29,437口　賛助320口　法人122口　（令和３年2月28日現在）第66号　令和３年４月１日

令和２年度　共同募金運動のご協力ありがとうございます。令和２年度　共同募金運動のご協力ありがとうございます。
　令和２年度はコロナ禍にもかかわらず、市民の皆様をはじめ、市内各地区の区長、班長、民生委員・
児童委員等関係者の皆様のご協力のもと、「赤い羽根募金」・「地域歳末たすけあい募金」にご協力を
いただき、例年と同様に多くの募金を集めることができました。
　皆様から心あたたまる募金をお寄せいただき、誠にありがとうございました。

赤い羽根募金 12,905,154円12,905,154円総額

合計 11,046,770円合計 11,046,770円
各地区の区長や班長等の皆様を通じて、多くの世帯からご協力いただきました
●戸別募金　

合計 362,059円合計 362,059円●街頭募金（順不同・敬称略）　
【街頭募金協力団体】
久喜地区民生委員・児童委員協議会、菖蒲地区民生委員・児童委員協議会、栗橋地区民生委員・児
童委員協議会、鷲宮地区民生委員・児童委員協議会、ボーイスカウト久喜１・13団、ガールスカウ
ト埼玉県第67団、栗橋東中学校、栗橋西中学校、鷲宮中学校、久喜高等学校JRC部、栗橋地区ボラ
ンティア団体協議会、栗橋地区彩愛クラブ連合会、栗橋手をつなぐ育成会

【募金箱設置協力団体等】
久喜郵便局、久喜東町郵便局、久喜本町郵便局、久喜青葉団地内郵便局、久喜江面郵便局、菖蒲郵
便局、栗橋郵便局、南栗橋郵便局、鷲宮郵便局、鷲宮上内郵便局、東鷲宮駅前郵便局、埼玉東部消
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栗橋西中学校
鷲宮西中学校
鷲宮東中学校
久喜高等学校
久喜工業高等学校
久喜あおば幼稚園
鷲宮保育園
鷲宮第二保育園

東鷲宮保育園桜田小学校
上内小学校
砂原小学校
東鷲宮小学校
久喜中学校
久喜東中学校
太東中学校
菖蒲中学校
菖蒲南中学校

合計 4,501円合計 4,501円
埼玉縣信用金庫久喜支店、日本ハムマーケティング株式会社
●法人募金（順不同・敬称略）　　　　

合計 32,561円合計 32,561円
久喜市市民大学、曹洞宗寺院有志一同、久喜おやこげきじょう
●街頭募金（順不同・敬称略）　　　　

地域歳末たすけあい募金　 8,525,732円8,525,732円総額

合計  8,493,171円合計  8,493,171円
各地区の区長や班長等の皆様を通じて、多くの世帯からご協力いただきました
●戸別募金　

歳末たすけあい募金配分事業の報告歳末たすけあい募金配分事業の報告
　歳末たすけあい募金配分事業は、新たな年を迎える時期に、誰もが地域において孤立することな
く、安心して暮らすことができる福祉のまちづくりのため、毎年実施をしています。
　令和２年度は、例年実施している「一時金配分事業」、「ふれあい活動助成事業」、「年越し配布事
業」に加え、新たな事業として、「新型コロナウイルス特例一時金配分事業」を実施し、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により生活にお困りの方へ、久喜市商工会の商品券を配分することができました。
　事業の実施にあたり、皆様にご協力をいただき、誠にありがとうございました。

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

　　　　　  合　計

480件

75件

23件
112件

 (164袋)

4,800,000円

750,000円

230,000円
242,000円
(予備分を含む)

6,022,000円

事業名 対象件数 配分金額

※事業支出は配分金額6,022,000円に各事務費841,704円を合わせ、合計
　6,863,704円となります。今年度は、法人から繰入れを実施しています。

令和２年度お寄せいただいた
「地域歳末たすけあい募金」
は、令和３年度の歳末たすけ
あい募金配分事業に活用さ
れます。

（令和３年2月28日現在）

（令和３年2月28日現在）



くき社協だより 第66号　令和３年４月１日 くき元気サービス会員登録状況　協力会員：198人　利用会員：542人（令和３年２月28日現在）

　令和２年度の法人会員にご加入いただいた企業や団体、事業所のうち、掲載にご了承をいただいた皆
様をご紹介します。ご協力をいただき、ありがとうございました。（順不同・敬称略）

社協会員加入状況（2月 28日現在）

法人会員にご加入いただいた皆様（2月 28日現在）法人会員にご加入いただいた皆様（2月 28日現在）

社協会員の加入にご協力いただき、ありがとうございます！社協会員の加入にご協力いただき、ありがとうございます！

【久喜地区】 南彩農業協同組合久喜江面支店、川口信用金庫久喜支店、㈱久喜菖蒲工業団地管理セン
ター、埼玉みずほ農業協同組合、埼玉縣信用金庫久喜支店、久喜市商工会、久喜カード事
業協同組合、㈲川合新聞舗、㈱マサクラワークス、久喜在宅クリニック熊懐真吾、㈲東武
葬儀社、よすが訪問看護ステーション、本町歯科診療所、油鉄印刷㈱、(福)茂樹会（久喜
の里・陽日館・喜びの里鷲宮）、(福)幸竹会、㈱C Cube Create、㈱大和保険事務所、関東
フローズン㈱、ホッティーポリマー㈱、萎沢歯科医院、㈱サンセット・シニアーズ、(特非)
さわやか埼かつ、久喜ライオンズクラブ、(福)啓和会、㈱スマイルサポート久喜バリア
フリー館、久喜ロータリークラブ、㈱デュプロ、久喜シティホテル、久喜自動車学校、
㈱関商店、新井病院、寒梅酒造㈱、埼玉りそな銀行久喜支店、土屋小児病院、あらい胃腸
科皮フ科クリニック、(医)関根歯科医院、三髙商事㈱、LLCくき学園

【菖蒲地区】 ㈲三上モータース、㈱シゲオ製作所、(福)あやめ学園あやめ保育園、デイサービスひだま
り、(福)徳寿会

【栗橋地区】 ㈱ヤマグチ、デイサービスしずか、㈱橋本土建工業、㈱アイリスケアセンター、永沼運輸
㈱、白馬メディケアサービス㈱、(福)グローリング、㈱平井工務店、㈱小島商事、㈲まんぷ
く、㈲新進電気、㈱中村工業所、日本興業㈱、歯科小林医院、田中　明、小林建設㈱

【鷲宮地区】 ㈱鷲宮製作所、久喜市鷲宮地区身体障害者福祉会、川口信用金庫鷲宮支店、㈻青木学園さ
くらだこども園、鷲宮工業団地内企業一同、つばさ薬局、(福)彩鷲会、矢納製菓㈱、おおぎ
や眼科、㈱白石建設、㈱星野組、こいずみ矯正歯科クリニック、㈱鷲宮タクシー

【略称】㈱…株式会社　㈲…有限会社　(福)…社会福祉法人　(特非)…特定非営利活動法人　(医)…医療法人　㈻…学校法人

（12.16～2.28現在）

「温かい善意ありがとうございます」「温かい善意ありがとうございます」～ ご寄附の紹介 ～～ ご寄附の紹介 ～

寄　附　金
12.17
12.21
12.22
12.23
12.25
1.13
2.4
2.18
2.19
2.24

2.25

ボーイスカウト久喜団 様
髙津好博 様
鷲宮仏教会 様
匿名
幸手栗橋遊技場組合 様
匿名
匿名
熊谷孝義 様
久喜・加須飲食店応援プロジェクト 様
埼玉県立久喜北陽高等学校 様
株式会社ベルク ベスタ東鷲宮店 
お客様一同 様

12,000円
10,000円
30,000円
20,000円
100,000円
1,200円
30,000円
150,000円
50,000円
2,500円

80,579円

寄　附　物　品
12.18
12.21

12.22

12.25

1.18
1.25
1.28
2.1
2.5
2.16

2.16

2.18
2.22

新土総合手芸教室 様
長島一枝 様
株式会社きのえね
ホテル久喜 様
埼玉県立栗橋北彩
高等学校 様
小林利市 様
匿名
匿名
匿名
匿名
栗橋母子愛育会 様
精神保健ボランティア
すまいる 様
匿名
匿名

干支（丑）のミニ押絵 100枚
紙おむつ
干支（丑）の置物 1点、
ストラップ 12点

アルファ米 4袋、乾パン 41個他

紙パンツ 4袋
電気ストーブ
玄米 90kg
米 5kg、肌着、靴下
米 150kg
手作りマスク 40枚

手作りマスク 30枚

尿取りパット 7袋、下着 3袋
ミルク缶 1缶、ベビーフード 1箱

【登録方法】
① 上記アドレスに空メールを送信すると、「登録方法のお知らせ」のメールが届きます。
② メールが届いたら、メールに記載されているＵＲＬにアクセスし、登録画面へ進んでください。
③ 画面の指示に従い、登録してください。
④ 登録が完了すると、「登録完了のお知らせ」のメールが届きます。これで登録完了です！
※「＠info-service.jp」のドメインからのメールを受信できるように設定をお願いします。

社協情報配信サービスにご登録ください社協情報配信サービスにご登録ください
　久喜市社協では、講座やイベント等の情報をメールでお届けする情報配信サービスを実施して
います。
　メールの受取りをご希望の方は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に空メールを
送信し、返信されるメールに記載されているＵＲＬにアクセスしてご登録ください。
　また、下のＱＲコードを読み取って登録することもできます。
　皆様のご登録をお待ちしています。

社協情報配信サービス　QRコード▶

kukishakyo-address@info-service.jp

◀幸手栗橋
　遊技場組合様
　(1月26日)

◀久喜・加須飲食店
　応援プロジェクト様
　(2月19日)

会員の種類
一  般  会  員
賛  助  会  員
法  人  会  員

合　　計

1口あたりの金額
700円
2,000円
10,000円

加 入 数     
29,437口
320口
122口

合　計　金　額   
20,605,900円
640,000円
1,220,000円

22,465,900円22,465,900円29,879口29,879口

　令和２年度は、コロナ禍で大変な状況の中、各地区の区長や班長をはじめ、事業所や団体等の皆様に
ご協力をいただき、ありがとうございました。
　皆様からいただいた会費は、社協の事業を進める上で欠かすことのできない貴重な財源となっています。
　社協会員の加入状況と法人会員にご加入いただいた皆様をご紹介します。



くき社協だより 第66号　令和３年４月１日 くき元気サービス会員登録状況　協力会員：198人　利用会員：542人（令和３年２月28日現在）

　令和２年度の法人会員にご加入いただいた企業や団体、事業所のうち、掲載にご了承をいただいた皆
様をご紹介します。ご協力をいただき、ありがとうございました。（順不同・敬称略）

社協会員加入状況（2月 28日現在）

法人会員にご加入いただいた皆様（2月 28日現在）法人会員にご加入いただいた皆様（2月 28日現在）

社協会員の加入にご協力いただき、ありがとうございます！社協会員の加入にご協力いただき、ありがとうございます！

【久喜地区】 南彩農業協同組合久喜江面支店、川口信用金庫久喜支店、㈱久喜菖蒲工業団地管理セン
ター、埼玉みずほ農業協同組合、埼玉縣信用金庫久喜支店、久喜市商工会、久喜カード事
業協同組合、㈲川合新聞舗、㈱マサクラワークス、久喜在宅クリニック熊懐真吾、㈲東武
葬儀社、よすが訪問看護ステーション、本町歯科診療所、油鉄印刷㈱、(福)茂樹会（久喜
の里・陽日館・喜びの里鷲宮）、(福)幸竹会、㈱C Cube Create、㈱大和保険事務所、関東
フローズン㈱、ホッティーポリマー㈱、萎沢歯科医院、㈱サンセット・シニアーズ、(特非)
さわやか埼かつ、久喜ライオンズクラブ、(福)啓和会、㈱スマイルサポート久喜バリア
フリー館、久喜ロータリークラブ、㈱デュプロ、久喜シティホテル、久喜自動車学校、
㈱関商店、新井病院、寒梅酒造㈱、埼玉りそな銀行久喜支店、土屋小児病院、あらい胃腸
科皮フ科クリニック、(医)関根歯科医院、三髙商事㈱、LLCくき学園

【菖蒲地区】 ㈲三上モータース、㈱シゲオ製作所、(福)あやめ学園あやめ保育園、デイサービスひだま
り、(福)徳寿会

【栗橋地区】 ㈱ヤマグチ、デイサービスしずか、㈱橋本土建工業、㈱アイリスケアセンター、永沼運輸
㈱、白馬メディケアサービス㈱、(福)グローリング、㈱平井工務店、㈱小島商事、㈲まんぷ
く、㈲新進電気、㈱中村工業所、日本興業㈱、歯科小林医院、田中　明、小林建設㈱

【鷲宮地区】 ㈱鷲宮製作所、久喜市鷲宮地区身体障害者福祉会、川口信用金庫鷲宮支店、㈻青木学園さ
くらだこども園、鷲宮工業団地内企業一同、つばさ薬局、(福)彩鷲会、矢納製菓㈱、おおぎ
や眼科、㈱白石建設、㈱星野組、こいずみ矯正歯科クリニック、㈱鷲宮タクシー

【略称】㈱…株式会社　㈲…有限会社　(福)…社会福祉法人　(特非)…特定非営利活動法人　(医)…医療法人　㈻…学校法人

（12.16～2.28現在）

「温かい善意ありがとうございます」「温かい善意ありがとうございます」～ ご寄附の紹介 ～～ ご寄附の紹介 ～

寄　附　金
12.17
12.21
12.22
12.23
12.25
1.13
2.4
2.18
2.19
2.24

2.25

ボーイスカウト久喜団 様
髙津好博 様
鷲宮仏教会 様
匿名
幸手栗橋遊技場組合 様
匿名
匿名
熊谷孝義 様
久喜・加須飲食店応援プロジェクト 様
埼玉県立久喜北陽高等学校 様
株式会社ベルク ベスタ東鷲宮店 
お客様一同 様

12,000円
10,000円
30,000円
20,000円
100,000円
1,200円
30,000円
150,000円
50,000円
2,500円

80,579円

寄　附　物　品
12.18
12.21

12.22

12.25

1.18
1.25
1.28
2.1
2.5
2.16

2.16

2.18
2.22

新土総合手芸教室 様
長島一枝 様
株式会社きのえね
ホテル久喜 様
埼玉県立栗橋北彩
高等学校 様
小林利市 様
匿名
匿名
匿名
匿名
栗橋母子愛育会 様
精神保健ボランティア
すまいる 様
匿名
匿名

干支（丑）のミニ押絵 100枚
紙おむつ
干支（丑）の置物 1点、
ストラップ 12点

アルファ米 4袋、乾パン 41個他

紙パンツ 4袋
電気ストーブ
玄米 90kg
米 5kg、肌着、靴下
米 150kg
手作りマスク 40枚

手作りマスク 30枚

尿取りパット 7袋、下着 3袋
ミルク缶 1缶、ベビーフード 1箱

【登録方法】
① 上記アドレスに空メールを送信すると、「登録方法のお知らせ」のメールが届きます。
② メールが届いたら、メールに記載されているＵＲＬにアクセスし、登録画面へ進んでください。
③ 画面の指示に従い、登録してください。
④ 登録が完了すると、「登録完了のお知らせ」のメールが届きます。これで登録完了です！
※「＠info-service.jp」のドメインからのメールを受信できるように設定をお願いします。

社協情報配信サービスにご登録ください社協情報配信サービスにご登録ください
　久喜市社協では、講座やイベント等の情報をメールでお届けする情報配信サービスを実施して
います。
　メールの受取りをご希望の方は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に空メールを
送信し、返信されるメールに記載されているＵＲＬにアクセスしてご登録ください。
　また、下のＱＲコードを読み取って登録することもできます。
　皆様のご登録をお待ちしています。

社協情報配信サービス　QRコード▶

kukishakyo-address@info-service.jp

◀幸手栗橋
　遊技場組合様
　(1月26日)

◀久喜・加須飲食店
　応援プロジェクト様
　(2月19日)

会員の種類
一  般  会  員
賛  助  会  員
法  人  会  員

合　　計

1口あたりの金額
700円
2,000円
10,000円

加 入 数     
29,437口
320口
122口

合　計　金　額   
20,605,900円
640,000円
1,220,000円

22,465,900円22,465,900円29,879口29,879口

　令和２年度は、コロナ禍で大変な状況の中、各地区の区長や班長をはじめ、事業所や団体等の皆様に
ご協力をいただき、ありがとうございました。
　皆様からいただいた会費は、社協の事業を進める上で欠かすことのできない貴重な財源となっています。
　社協会員の加入状況と法人会員にご加入いただいた皆様をご紹介します。



くき社協だより 第66号　令和３年４月１日 認知症サポーター養成講座　養成サポーター数：302人（令和３年２月28日現在）

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

　文字で書かれている文章を声に出して読み、
視覚障がい者に伝えることを、「音訳」といい
ます。私たちは、「広報くき」や「市議会だよ
り」「社協だより」などを音訳、録音して、Ｃ
Ｄを作成して視覚障がい者に提供しています。
　昨年３月末、新型コロナウイルスの感染拡大
により、市の公共施設は原則として利用できな
くなりました。ふれあいセンター久喜の音訳室
（対面朗読室）については例外としていただき
ました。会員の間で、どのように活動を続けて
いくか話し合い、４月中旬に市の障がい者福祉
課と市政情報課、社協、会の代表者との話し合
いを持ちました。市には私たちは単なる個人の
趣味で活動しているのではなく、目の不自由な
方たちに情報をお届けしたいとの思いで、日ご
ろからそのための努力を重ねていることを伝え
ました。その結果、市から正式に依頼を受ける
形で、広報等の音訳を継続することになりました。
  コロナ禍であっても視覚障がい者への情報提
供の活動を休むことはできません。活動にあたっ

ては、手指や機器の消毒（市からアルコール等
の提供）とともに、部屋の換気等の対策を取
っています。広報紙の音訳以外の活動では、図
書館での対面朗読、高齢者施設でのお話し会は
休止となりました。自主制作してきた音訳月刊
誌「コスモスだより」については４～６月号を
休刊としました。
　１月に再度、緊急事態宣言が出されましたが、
市からは、これまでと同様に広報紙の音訳を継
続してほしいとの依頼を受けました。今回も変
わらず、広報紙の音訳活動を進めています。

　コロナ禍で、ボランティア活動も一昨年まで
と同じには行うことができません。市内全体の
30のボランティア団体で構成する久喜市ボラ
ンティア団体協議会は7月5日、久喜地区の14団
体で構成する久喜ボランティア団体連絡会は７
月19日に、ふれあいセンター久喜で2020年度
の総会を開催しました。"三密"を避け、消毒や
換気などの感染予防対策も講じながら参加者数
や時間も縮小して実施することができました。
　例年の全体での研修会も中止を余儀なくさ
れ、各団体とも感染対策に配慮しながら活動を
継続したり、休止しているグループもありま
す。何とかコロナ禍を乗り越えて、以前通りの
活動を再開できる日を待ちたいと思います。

久喜市音訳の会
　コスモスライブラリー
久喜市音訳の会
　コスモスライブラリー

視覚障がい者への情報提供
コロナ禍で
活動を継続

視覚障がい者への情報提供
コロナ禍で
活動を継続

久喜市ボランティア団体協議会
久喜ボランティア団体連絡会
久喜市ボランティア団体協議会
久喜ボランティア団体連絡会

ボランティア団体総会を開催ボランティア団体総会を開催

会員が録音したデータを、編集します。会員が録音したデータを、編集します。ボランティア講座で学んだ内容は、実際のボランティア活動で活かすことができます！
講座についてはもちろん、受講後の活動についてのご相談も随時受け付けています。

※講座内容や開催時期は変更となる場合がございます。変更が生じる場合は社協ホームページ等
　でご案内いたします。

これからのボランティア講座についてこれからのボランティア講座について 令和3年度
開催

※手話通訳者養成講座（通訳Ⅰ）・手話奉仕員養成講
座（基礎編）の申込みについては、下記へお問合せ
いただくか、社協ホームページをご確認ください。
　問合せ　久喜市社会福祉協議会　☎23-2526

手話通訳者養成講座（通訳Ⅰ）手話通訳者養成講座（通訳Ⅰ）共 生 支 援 事 業共 生 支 援 事 業
 ～ 障がいについて学ぶ学習会 ～ ～ 障がいについて学ぶ学習会 ～

手話奉仕員養成講座（基礎編）手話奉仕員養成講座（基礎編）

　手話通訳者を養成するための講座です。
日程：５月14日（金）
　　　～令和４年２月25日（金）全35回
対象：市内在住で「手話奉仕員養成講座」
　　　を修了した方

　本学習会は、障がいの有無にかかわらず、地域で共
に暮らすことができるよう、支援が必要な方やその家
族への理解を深めるとともに、誰もが暮らしやすい地
域づくりを目指すものです。
　より多くの方に届くよう、動画配信という形式で実
施します。期間限定の配信です！ぜひご覧ください。
※どなたでもご覧いただけます。
①「障がい者就労支援について」
　  久喜市障がい者就労支援センター　就労相談員
②「障がいのある方を応援する久喜市のボランティア団体紹介」
★配信期間：5月12日（水）～6月4日（金）17時まで
★社協ホームページよりご覧いただけます。

　入門編に続くステップアップ講座です。
日程：５月21日（金）
　　　　　　 ～11月12日（金）全25回
対象：市内在住・在勤で「手話奉仕員養
　　　成講座（入門編）」を修了した方

久喜市社協  共生支援

講座名 内　容 対象者 日　程 会　場 申込み

点訳ボランティア
養成講座

手話奉仕員養成
講座（入門編）

ガイドヘルプ
ボランティア
養成講座

音訳ボランティア
養成講座

傾聴ボランティア
養成講座

はじめての
ボランティア講座

点訳を基礎から
学ぶ講座

日常会話に必要
な手話の基本を
学ぶ講座

視覚障がい者の
ガイド法を学ぶ
講座

音訳を基礎から
学ぶ講座

傾聴技法につい
て学ぶ講座

これからボラン
ティアを始める
方向けの講座

市内在住・在勤・
在学の方

市内在住・在勤の方

市内在住・在勤・在
学で階段の昇降が
無理なくできる方

市内在住・在勤・
在学の方

調整中

調整中

5/11 ㈫
～ 5/24 ㈪

5/6 ㈭
～ 5/20 ㈭

5/11 ㈫
～ 5/24 ㈪

未定

未定

未定

ふれあい
センター久喜

ふれあい
センター久喜

ふれあい
センター久喜

ふれあい
センター久喜

未定

未定

6/1～ 11/2
※全 16回

6/2～ 10/27
※全 21回
毎週水曜午前

6/4・11・18
※全 3回
毎週金曜午後

9月（予定）

11月（予定）

未定

ボランティア講座のお知らせボランティア講座のお知らせ
№16
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くき社協だより 第66号　令和３年４月１日 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：283人（令和３年２月28日現在）

～ お話しませんか？ ～

　令和２年度の「介護者の会」にご参加いただきあり
がとうございました。
　令和２年度は新型コロナウィルス感染拡大防止のた
め、開催を見送ったり例年とは違う形での開催となり
ましたが、初めての方も含め、多くの方にご参加をい
ただきました。
　引き続き感染防止対策を徹底し、皆様が思いを共有
できる場を設けたいと思います。
　今後ともよろしくお願いいたします。

「介護者の会」へ参加して下さった皆様へ「介護者の会」へ参加して下さった皆様へ
「介護者の会」のお知らせ「介護者の会」のお知らせ

  久喜地区
日時　5月 14日（金）
　　　10時～ 11時 30分
場所　ふれあいセンター久喜
　　　　　　３階　会議室５
＊開催を中止する場合には、ホーム
　ページなどでお知らせします。

　０歳～満１歳までの親子の仲間づくりの場として、今年もサロンが開催されます。
　「子育てネットワーク・ハッピー！」が主催し、ベビーマッサージやヨガなどの体を動
かす活動や季節のイベントに合わせたレクなどを行っています。ぜひ、ご参加ください♪

◎主　　催：子育てネットワーク・ハッピー！
◎日　　時：５月 18日（火）、６月 15日（火）、７月 13日（火）、９月７日（火）、
　　　　　　10月 12日（火）
　　　　　　各回 10時 30分～ 11時 30分
◎場　　所：久喜市鷲宮東コミュニティセンター（さくら）２階　和室
◎対　　象：市内在住の１歳未満の親子
◎定　　員：８組（申込順）
◎申込期間：４月６日（火）～４月 13日（火）
◎申 込 先：久喜市社会福祉協議会（鷲宮支所）　☎５８－９１３１

久喜市社協では

「久喜市けやきの木」、「久喜市

くりの木」の障がい者福祉サービス事業所（生活

介護）を久喜市から運営管理の指定を受けて

事業を行っています。

　利用者さんやそのご家族が、年齢を重ねても、

住み慣れた地域で過ごせるよう、日々の

生活（仕事をしたり、食事をしたり、余暇を

楽しんだり・・）を送るお手伝いを

しています。

　これまで、「社協だより」で、いろいろ
な社協の活動をご紹介させていただきまし
たが、今回は、施設職員の仕事をご紹介し
ます。

赤ちゃんサロンに参加しませんか？

両手を交互に上下に動かす
＜ 嬉しい・楽しい ＞

涙が流れる様子
＜ 悲しい ＞

両手拳を２回おろす
＜ 元気・頑張る ＞

両手拳を胸にあてる
＜ 注　意 ＞

手話を覚えましょう手話を覚えましょう それぞれ
表情も大事！
それぞれ
表情も大事！

◎施設長　　　　　　
◎サービス管理責任者… ご本人、ご家族、関係機関と連携を図り、
　　　　　　　　　　　 支援の計画を立てます。
◎支援員………………… 行事の企画や、日中の利用者さんの活動
　　　　　　　　　　　 を支援します。
◎看護師………………… 日中の活動を通して体操や運動、利用者
　　　　　　　　　　　 さんの健康管理と相談を行います。
◎運転手………………… 送迎車の運転を行います。
◎事務員………………… 介護請求の事務などを行います。

＊両施設とも定員 20人で、職員は、けやきの木 12人、くりの木 11人の
　体制で支援を行っています。

施設で働いている職員の役割は・・・

施設は何を
しているの？
どんな職員が
働いているの？

なるほど！

教えて！社協の仕事！教えて！社協の仕事！

「施設職員」「施設職員」「施設職員」編編

施設利用者（生活介護）の施設利用者（生活介護）の

９:00頃

・必要な方は
　送迎

登　所
９:30頃～

・健康チェック
朝の会

11:30頃～

・みんなで準備
昼　食

13:00頃～

・休憩や清掃を
　含みます。

午後の活動
15:45頃～

・連絡帳の記入
帰りの会

降　所午前の活動
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９:00頃

・必要な方は
　送迎

登　所
９:30頃～

・健康チェック
朝の会

11:30頃～

・みんなで準備
昼　食

13:00頃～

・休憩や清掃を
　含みます。

午後の活動
15:45頃～

・連絡帳の記入
帰りの会

降　所午前の活動
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～ 地域の支え合いでつながる ～～ 地域の支え合いでつながる ～ ～ ふれあい・いきいきサロンでつながる ～～ ふれあい・いきいきサロンでつながる ～

みんなの笑顔のために！　今日も元気に運営しています！みんなの笑顔のために！　今日も元気に運営しています！

☆これまで、  いま、  これからもずっと＂つながり＂を大切にしていきましょう☆
～ ボランティア活動でつながる ～～ ボランティア活動でつながる ～

　ボランティア団体「菖蒲エコキャップの会」では、地域の方から届
けられたペットボトルキャップの異物の除去や汚れの洗浄作業、仕分
け作業を行い、回収業者に収めています。その後、回収業者によっ
て、リサイクル資源として販売され、収益金の一部が寄付されワクチ
ンに変わります。キャップは久喜市社協でお預かりし、菖蒲エコ
キャップの会にお渡しします。汚れたキャップはリサイクルできませ
んので、軽く水洗いをお願いします。「リサイクルの輪」にぜひご参
加ください。

～ ふれあい電話でつながる ～～ ふれあい電話でつながる ～

　コロナ禍の中で外出やお話の機会が少なくなっていると思います。
　久喜市社協では、市内在住の一人暮らしの高齢者や介護をされているご家族等を対象
に、「ふれあい電話サービス」を実施しています。月に1～2度ボランティアさんから電
話を入れ、最近の出来事などのお話を伺っています。
　菖蒲地区では3名のボランティアが活動され、少しでも元気が出るようにと、温かい言
葉をかけてくださっています。
　ふれあい電話サービスの利用は登録が必要になります。お気軽にお問い合わせください。

くき元気サービスはいつでも登
録できます。関心のある方はご
連絡ください。

感染予防をしながら、コロナ禍
でもできる活動について協力会
員同士で情報交換をしました。

キャップ

◆ふれあい・いきいきサロン　くりはし四つ葉（杉原） ０９０－６５３９－８０９４

　「ふれあい・いきいきサロン　くりはし四つ葉」
は、介護をしている方、介護を経験された方を中心
に、日常の話や悩み、または介護が終わった後に湧き
出た気持ちなどをお互いに打ち明け、お話を伺ったり
しています。現在もコロナ感染対策を徹底し、お互い
の距離を保ちつつ開催しています。
　参加者から「施設に入所している母とはコロナの影
響でもう１年近く会っていない。施設から本人の様子
を教えてもらっているが、ガラス越しでもいいから会
いたい。昔のようにむくんだ足をさすってあげたい。ただ、母がコロナに感染してしまっ
たらと思うと今は我慢しなければと思う」とのお話がありました。くりはし四つ葉では、
家族への様々な思いや悩み、エピソードなどを参加者同士でわかち合い、情報交換をして
います。どのような悩み・思いでも、同じような経験をされている方がいて共感があり、
この場でしか話すことができないお話が多くあるそうです。
　介護をしていて、悩みや思い、気持ちを聞いてほしいという方など、お問い合わせください。

▲くりはし四つ葉の様子

　「憩いの家 コスモス」は、わし宮団地内に常設されているふれあい・いきいきサロン
です。毎週月曜、木曜、土曜の午前１０時から午後２時３０分まで開設し、区長さんをは
じめとする有志の皆様が協力して運営しています。
　憩いの家の名前のとおり、わし宮団地やその周辺地域の住民の方々の憩いの場となって
います。新型コロナウイルス感染予防のため、外に出る機会が減ったり、会話もなく過ご
す時間が長くなったりする中、ここでの会話や交流を楽しみにしている方が多くいらっ
しゃいます。
　参加者からは「気の合う人との会話が楽しみ」「家では寝ているけど、ここに来れば元
気が出る」といったお話が伺えました。
　また、この憩いの家から「最近、〇〇さんを見かけ
ない」などの情報により、地域包括支援センターと連
携することもあり、地域の見守り活動の一助となって
います。
　サロンを運営している方からは、「感染対策に気を
配りながら、これからもたくさんの方の憩いの場とな
るよう、人とのつながりを大切に活動していきたい」
との思いを話してくださいました。

　くき元気サービスでは、ひとり暮らしの高齢者や障がいのある方、子育て世帯等を対象
に、普段の生活の中でのちょっとしたお手伝いをしています。
　ある日、協力会員が街中で、視覚障がいのある利用会員を見かけました。今までにくき
元気サービスでお手伝いをしたことがあったので、自宅とは離れていたことが気になり、
少し見守ることにしました。すると、利用会員が道の全くない方向へ歩き始めたので、心
配になり声をかけたところ、「道がわからなくなって困っていたんだよ」「知っている人
に声をかけてもらえて安心した」とお話しされました。協力会員も声をかけてよかったと
思い、買い物をするお店まで案内をしたそうです。
 日頃の様子を分かっているからこそ、いつもと違う様子を気にかけることができます。
そんなちょっとした気づきや相手を思いやる気持ちがあたたかい地域づくりへとつながる
のではないかと思います。
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久喜市けやきの木の裏手にある桜の木です。（令和2年3月撮影）

第66号　令和３年４月１日くき社協だより

社協だより

Index
●共同募金、歳末たすけあい募金配分事業の報告
●会員募集の報告
●寄附の報告、情報配信サービスのお知らせ
●ボランティア講座の予定
●久喜市ボランティア団体協議会「ほほえみ」
●各種お知らせ①、手話
●施設職員の仕事
●各地区の情報コーナー
●各種お知らせ②

連絡先 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 0480-52-7804
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

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

訪問介護事業所廃止のお知らせ

くき 聴けて、動けて、和のある久喜市社協
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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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●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66号は3月15日発行から4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。

ふれあいネットワーク
NO.66
令和３年４月１日
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　久喜市社協では、令和３年３月31日
をもって久喜市社協訪問介護事業所
を廃止し、サービスの提供を終了さ
せていただきました。
　皆様の長年にわたる
ご厚情に心から感謝
申し上げます。

※くき社協だよりを単体で発行するのは今号で最後となります。

　「くき社協だより」は、次号（第 67 号）から以下のとおり変更となりますので、ご了承くださいます
ようお願いいたします。なお、次号は 5月 1 日発行となります。

発行回数 年6回（2か月ごとの発行） 年12回（毎月発行）
ページ数 12ページ 4ページ
発行方法 くき社協だより単体として発行 広報くきに折り込んで発行

変更前 変更後

くき社協だよりの変更のお知らせ

久喜市社協             チャンネル開設!!

くき社協ちゃんねるくき社協ちゃんねる
　おうち時間を楽しく過ごせるような、脳トレなどの
役立つコンテンツや社協の事業案内などの動画を随時
更新していきます。
　「くき社協ちゃんねる」、ぜひご覧ください！

QRコードを読み取るとYouTubeの
【くき社協ちゃんねる】に繋がります。
QRコードを読み取るとYouTubeの
【くき社協ちゃんねる】に繋がります。

もお願いします♪

見てね！

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

久喜市手話通訳者派遣事業 TEL 0480-23-2526
FAX 0480-22-1177

久喜東地域包括支援センター　TEL 0480-23-8845
久喜市社協居宅介護支援事業所　TEL 0480-23-3934

　一日も早く、新型コロナウイルス
感染症が収束して、今年度はまた交
流の輪が広がったらいいなぁ・・・

ひとりで悩まずに

ご相談ご相談 ください。
l家族のこと・生活のこと l

お気軽に
久喜市社協の相談支援員が一緒に考え、自立に向けたサポートを行います。

無料
相談

久喜市に在住している方で、お悩みの方は、どなたでも相談いただけます。
社会福祉法人 久喜市社会福祉協議会
相談支援課　自立相談係

8:30 ～ 17:15　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）
☎0480-23-2526

こんなことで困っていませんか？
・失業して家賃が払えなくなりそう。
・就職…どうしたらいいのかわからない・・・。
・生活費…お金のやりくりに困った・・・。
・長年引きこもっている子どもの相談をしたい。

受付時間


