
休：電話番号  　　：営業時間  　　：定休日

休

048-525-1460
9:00-18:00
日曜、祝祭日

001
食品武州養蜂園（宮町店）

宮町2-140-2

店内商品を10％off
いたします

休

080-8918-3628
10:00-18:00

月曜

002
カフェconscience

（コンサイエンス）
宮町2-138

コーヒー豆5%オフ
（50円相当まで）致
 します。

休

048-501-5186
11:00-20:00
月曜

003
リラクゼーションアロマとタイ古式の店

KOO熊谷銀座店
銀座2-240
グランコート銀座1F

各種施術を10分延長
サービスいたします

休

048-526-0121
10:00-18:00
月曜

004
菓子花扇

中西3-15-15

お菓子をお買い上げの
方にお好きなお菓子ひ
とつプレゼントまたは
100円引き

休

048-525-8270
24時間営業
無休

005
駐車場オーク北口駐車場

（くまがや館）
筑波1-28

くまがや館で駐車券
100円券（１時間相当）
と交換いたします

休

048-521-1020
24時間営業
無休

006
駐車場オーク南口駐車場

（くまがや館）
曙町1-17

くまがや館で駐車券
100円券（１時間相当）
と交換いたします

休

048-525-8989
17:00-24:00
無休

007
居酒屋酒場　十一屋

筑波3-80

ビール生中・サワー・
ソフトドリンクいずれ
か最初の１杯をサービ
スいたします

休

048-523-9702
10:00-19:00
水曜、第３木曜

008 あんしん工房
銀座2-50-4
メゾン静1Ｆ

合 （H番・M番）１本
のみ半額にいたします
（１本500円より）

休

048-521-5556
ランチ   11:30-14:30（LO14:00）
ディナー17:30-22:00（LO21:30）

月曜

009
食事キューチャンカレー

筑波3-54  
近藤ビル1F(中2F)

インドのミルクティー
１杯サービスいたしま
す

休

048-525-2044
10:00-17:00
日曜、祝日

010
ジェラートジェラートマリノ

広瀬650-1

店内商品を100円引き
いたします

休

048-598-8004
 

日曜

011
カフェネイキッドロースターズコーヒー

万平町1-130

店内で飲食の方に、
ドリップパック１袋
差し上げます

休

048-521-1331
9:30-19:00
月曜

012
化粧品コスメティックハウス

オトメヤ
宮本町2

エステティック
20％offいたします

休

050-3706-0979
7:00-18 :00
臨時休業あり

013
カフェY's cafe (ワイズカフェ)

妻沼1417

ドリンク50円引きいた
します

休
10:00-19:00
八木橋の休みに準ずる

014
レストランパステル・イタリアーナ

（八木橋内）
仲町74
八木橋百貨店7F

お食事の方のドリンク
バー１杯を100円引き
いたします

休

048-523-1111（代）
10:00-19:00
八木橋の休みに準ずる

015
和食海鮮レストラン・大助

（八木橋内）
仲町74
八木橋百貨店7F

お食事の方のソフトド
リンク１杯を100円引
きいたします

休

048-526-4210
10:30-18:30
八木橋の休みに準ずる

016
中華チャイナファン・双喜亭

（八木橋内）
仲町74
八木橋百貨店7F

お食事の方、100円引
きいたします

休

048-501-8895
10:00-19:00
八木橋の休みに準ずる

017
カフェカフェ・パブリックラウンジ

（八木橋内）
仲町74
八木橋百貨店7F

ご飲食の方のお会計か
ら100円引きいたしま
す

休

048-523-1111（代）
10:00-19:00
八木橋の休みに準ずる 休

10:30-18:30
八木橋の休みに準ずる

018
甘味甘味・一休（八木橋内）

仲町74
八木橋百貨店7F

仲町74
八木橋百貨店7F

お食事の方のソフトド
リンク１杯を100円引
きいたします

ドリンクバー無料にい
たします

  048-577-5263

019
レストランカプチーナ（八木橋内）

休

048-521-9584
11:00-16:00
日曜・八木橋定休日

020
カフェシナモンカフェ

仲町45

店内でお召し上がりの
方に“小さなおやつ”プ
レゼント

休

048-529-1745
11:30-14:30　
17:00-23:00
月曜、木曜

021
カフェ・ライブSPACE1497

下奈良1497-5

ソフトドリンク50円引
きいたします

休

048-579-5157
11:00-19:00
月曜、第２･第４日曜

022
カフェカフェストライク

河原町1-16

珈琲とケーキお召し上
がりの方はケーキを
100円引きいたします

休

048-536-1344
  10:00-17:30
  日曜、木曜

023
カフェおにっこハウス

板井1220-1

ケーキセットを割引価
格に又はおにっこ味噌
を1割引にいたします

休

048-527-0180
9:30-18:30
日曜、祝祭日

024
パンコッペリア

宮町2-140-3 1

パンをお買い上げの
方、パンを１割引きい
たします

休

048-527-1601
11:30-14:30　
17:00-22:00
年末年始

025
インド料理タンドールキッチン

宮町1-76

店内でお召し上がりの
方にチャイを１杯サー
ビスいたします

休

048-523-3751
8:00-20:00
水曜

026
パンホームベーカリーキタオカ

上之1982-2-101

ご来店のお客様に自家
製品をプレゼントいた
します

休

048-528-5005
11:00-19:00
水曜

027
カフェべあばれい

石原2-21

お好みブレンドコー
ヒーを１杯350円に
いたします

休

048-527-5577
11:30-24:00
無休  

028
イタリアンラ・ベットラ・ダ・ジータ

筑波2-49-6

ワンドリンクサービス
いたします

「ありがとう券」は、熊谷市内で非営利団体が行う「まちに良いこと」に参加した時にもらえます。協力店で使ってね！

ありがとう券のご利用は、
“ お一人様１回につき１emi”
とさせていただきます。
使い方等の詳細は、最後のページをご覧ください。

“ま
ち
に
良
いこ

とを
する
人”と“応援する人”を ありがと

う
券
で
結
ぶ

emi
ちゃん

チャレンジ地域通貨

熊谷市内101店舗の協力店は、「まちに良いこと」を応援しています！

掲載店情報は令和３年11月1日現在。閉店、サービス内容変更や、新型コロナ感染拡大等により営業時間等が記載と異なる場合あり。最新情報は店舗にご確認ください。

（Naked Roasters coffee）

10:00-19:00

[土日祝] 11:00-17:00

048-523-1111（代）



ありがとう券のご利用は、お一人様１回につき１emiとさせていただきます。

休

048-524-1235
  9:30-20:00
  土曜・日曜・月曜

037
花・惣菜お花やさん

中央3-97

お買い上げの方に「手
作り惣菜」を差し上げ
ます

休

048-520-1150
19:00-26:00
日曜

038
バー・ライブミュージックバー

ジャンゴ
宮町2-95
間庭ビルB1F

飲食代から500円引き
いたします

休

048-522-4152
10:00-18:00
日曜、祝祭日

039
化粧品シマダ化粧品店

上之2032

店内商品お買い上げの
方に、お楽しみプレゼ
ントを差し上げます

休

048-525-8715
10:00-19:30
木曜

040
花イエローフラワー

肥塚696-2

1,000 円以上お買い
上げのお客様、苗物サー
ビスいたします

045
居酒屋炭・土・水　あかつき 046

食事窯マチルダ

休

048-522-6866
[月-日]17:00-23:00

（L.O.22:30）
17:00-23:00
（L.O.22:30）

日曜

筑波2-87

選べるおばんざい３種盛サービスいたします（1グ
ループ1emi の利用に限る。）又は10名以上のご宴
会予約で幹事様特典

休

048-598-7778

第１・第2・第3月曜、第4日曜

筑波2-54 1F

お子様にジェラート又はソルベをサービスいたし
ます又は10名以上のご宴会予約で幹事様特典

休

048-521-1364
  7:30-18:30
  日曜、祝祭日

049
金物平成産業株式会社

（旧 久保金物店）
宮本町8

店頭商品（建築材料除
く）10％offいたします

休

048-521-2830
不定
不定休

050
雑貨ブールドーグ・フランセ

円光1-3-4

店頭商品50円引きいた
します

休

048-522-1556
9:00-18:00

  日曜・年末年始
（売り切れ次第閉店）

 

051
五家宝堀内製菓

本町2-15

店内商品お買い上げの
方、10%割引いたしま
す

休

048-536-7946
  14:00-16:00
  金曜日のみ出店

052
野菜ふかや農場

千代198-8

出店販売野菜を１回につ
き50円引きいたします
（セブンイレブン市役所前
店出店。その他は農場へ）

休

  048-520-2436
  10:00-18:30
  月曜、火曜

053
着物きものこすぎ

上之1789-6

ご来店の方に小風呂敷
（綿100％/45 45㎝）
１枚差し上げます

休

048-522-7717
  10:00-18:00
  日曜、月曜

054
パンウスキングベーグル

筑波1-175-3

ベーゴー各種1,000円
以上お買い上げで、お
買い上げ額より50円
引きいたします。

休

  048-522-3645
  10:00-19:00
  水曜

055
雑貨和さび

戸出1068-5  

店内商品をお買い上げ
の方に、園芸用ピック
1本差し上げます　

休

 -
10:00-16:30
[土 ]10:00-13:00

056
カフェインターネットカフェ

万吉1700  立正大学内
アカデミックキューブ１F

休

048-521-2640
11:30-13:30　
17:00-23:00
日曜

057
寿司いづみ寿司

本町1-206

店内でお寿司１人前お
召し上がりの方に１カ
ン差し上げます

休

048-526-5687
  10:00-19:00
水曜（12月・1月除く）

058
車タイヤショップマーク

玉井7-7

自動車用新品タイヤ４
本交換時に総額より
1,000円引きします

休

080-6575-5194
  不規則（ＨＰをご確認ください）
  不規則（ＨＰをご確認ください）

059
ヨガPADMA YOGA STUDIO

KUMAGAYA
本石1-80
Marutenビル 401

初回体験1,000円を
50％offいたします

休

048-521-5770
9:00-18:00
木曜

060
菓子小島製菓（本店）

銀座6-5-25

お菓子お買い上げの方
に、サブレを１つ差し
上げます

休

048-533-2510
9:30-12:00　13:00-16:00
土日、年末年始

062
カフェカフェ茶苑（さえん）

玉井372-1（はなぶさ
苑25周年記念棟１Ｆ）

ありがとう券2emiで
コーヒー1杯プレゼント
いたします　

休

048-527-8723
10:00-17:00
水曜、年末年始

063
福祉はなぶさ苑天然温泉足湯処仲町

仲町1

足湯１回100円をサー
ビスいたします

休

048-533-2510
9:30-16:00
日曜、年末年始

064
福祉はなぶさ苑

地域交流センター
玉井372-1（はなぶさ
苑25周年記念棟２Ｆ）

ご利用料（入浴、カラオ
ケ、貸室含む）１日200
円を100円にいたします
※概ね60歳以上の方

休

048-527-8484
11:30-15:00
月曜

029
蕎麦手打蕎麦やじま

小島120

蕎麦焼酎の蕎麦湯割
り、又はソフトドリン
ク１杯サービスいたし
ます

休

048-589-1124
10:00-17:00
月曜

030
菓子大福茶屋さわた

妻沼1537-2

店内でお食事又は甘味
された方にコーヒー又
は和紅茶サービスいた
します

休

048-589-2900 
11:00-18:00
（売り切れじまい）
月曜

031
うどん元祖　熊谷うどん　福福

妻沼1861-2 1F

うどん（並盛）を（中盛）
に、（中盛）を（大盛）に、
それぞれサービスいた
します

休

休

048-594-7574
[火-金]11:00-19:00
[土日祝]11:00-17:00
月曜（不定休）

033
カフェホシカワカフェ

星川1-77

パンケーキを注文の際、
ホイップクリームサー
ビスいたします

休

048-526-6869
14:00（15:00）-23:00
年末年始

034
ミュージックモルタルレコードストア

筑波1-165

モルタルグッズ2,000
円以上お買い上げで
200円 offします

休

048-536-1126
11:00-20:00　
無休（設備点検休日あり）

035
温泉四季（とき）の湯温泉

小江川176

日帰り入館料（大人）
を300円引きいたし
ます

休

048-524-6254
10:00-18:00
日曜、祝祭日

036
雑貨ウッドコテージ

宮町2-152

店内商品をお買い上げ
の方に粗品をプレゼン
トいたします

休

048-524-4546
17:00-5:00
無休

047
中華紅龍

星川2-81 
中村写真館ビル1F

生ビール(中ジョッキ)、
サワー、ソフトドリン
クいずれか最初の一杯
をサービス致します

休

 -
10:00-17:00
[土 ] 10:30-16:00
日曜・長期休暇中

R4.1.31まで時短営業・土曜休

048
カフェ喫茶パルロット

万吉1700
立正大学内ステラ２Ｆ

お食事の方にドリンクバ
ーをサービスいたします

日曜・長期休暇中
R4.1.31まで時短営業・土曜休

ソフトドリンク１杯サー
ビスいたします

休

044
カフェカフェギャラリー　ギャレット

村岡102

店内商品お買い上げの
方、1品半額に致しま
す（除外品あり）

048-577-3657
12:00-15:00
木曜、日曜、祝日休

048-523-8800
10:01-18:31
[土日祝日は9:31-]
月曜、第２第３火曜

041
美容電髪倶楽部（zest）

肥塚4-122

カット、パーマまたはカ
ラー施術をされた方に
オプショナルリンパシャ
ンプーをいたします

休

048-526-8800
9:31-18:31
月曜、第２第３火曜

042
美容電髪倶楽部（美膳）

小島土井尻664-1

カット、パーマまたはカ
ラー施術をされた方に
オプショナルリンパシャ
ンプーをいたします

休

048-527-1080
10:01-18:31[土日祝日は9:31-]
月曜、第２第３火曜

043
美容DENPATSUCLUB street

筑波1-171
金井ビル1F

カット、パーマまたはカ
ラー施術をされた方に
オプショナルリンパシャ
ンプーをいたします

休

061
福祉はなぶさ苑　地域交流サロン

箱田5-11-1（中央デイ
サービス1階）

足湯１回100円をサー
ビスいたします。

048-522-2626
10:00-16:30（足湯）
日曜・年末年始

休

掲載店情報は令和３年11月1日現在。閉店、サービス内容変更や、新型コロナ感染拡大等により営業時間等が記載と異なる場合あり。最新情報は店舗にご確認ください。



休：電話番号  　　：営業時間  　　：定休日

ありがとう券のご利用は、お一人様１回につき１emiとさせていただきます。

休

  048-522-1440
  11:00-19:00
（揚物11:00-13:00、
16:00-19:00）
月曜

精肉  
  西京屋肉店

82町倉鎌  

惣・品食・肉牛・肉豚  
菜（揚物を除く）５％引
きいたします

休

048-577-7677
  17:30-24:00
(LO.23:00)  
日曜

073
居酒屋バッチコイ酒場  まるちゅう

筑波3-46ダイコービル1F

ビール生中・サワー・
ソフトドリンクいずれ
か最初の１杯をサービ
スいたします

休

048-526-9011
11:30-14:00

日曜、木曜
17:00～（ディナー要予約）

074
食事自然食料理処 田べい

星川1-87

デザートサービスいた
します

休

048-599-3090
17:00-23:30
無休

075
ホルモン昭和元気ホルモン

宝屋　総本店
筑波3-48

生ビール（中）１杯差し
上げます

休

048-531-3071
17:00-23:30
月曜

076
ホルモン宝屋運動公園店

小島240-7

生ビール（中）１杯差し
上げます

休
休

-
19:00-翌 3:00
月曜

048-521-2052
17:30-0:00
日曜

077
バーBar Ogawa

鎌倉町129
三笠鎌倉町ビル1-A

最初の１杯差し上げま
す

078
食事バル・オトーニョ

筑波2-108

ハイボール1杯サービ
スいたします

休

048-532-4546
11:00-16:00
月曜（不定休）

079
食事満願堂

新堀942-2

ホルどん大盛りサービ
スいたします

080

休

048-589-0852
10:00-20:00
無休

081

妻沼東2-1
(カスミ妻沼店内）

  お洋服お直し及び靴クリー
ニングを10%offいたします
（一部対象外あり。内容は店
舗にお問い合わせください）

082

休

048-577-7977
  10:00-21:00
アズ休館日 

083

筑波2-115
アズ熊谷2F

休

080-8471-3255
10:00-18:00（要予約）
不定休

084
ネイルプライベートジェルネイルサロン

Momo Nail
宮町 2-152

各種施術をされた方に
アート１本サービスい
たします

休

080-2587-1129
18:00～23:00（L.O.21:30）
　［土・日］17:00～23:00
（L.O.21:30）
月曜、第2・4日曜

085
ホルモン焼肉ホルモン 諒

武体92-2

ホルモン1皿サービス
　（土日祝日を除く）いた
します

休

048-594-9059
11:00～22:00
　（L.O. 21:00 ドリンク21:30）

月曜（祝日の場合営業、
翌火曜日定休）

086
レストランCafe & Dining Carpe diem

（カルペディエム）　

メガネ  　

筑波3-92-1展望ビル3F

店内で飲食の方にミニデザ
ートサービスいたします

休

048-522-1691
9:00-19:00
（日･祝日-18:00）
  火曜、第2月曜

087
菓子和・洋菓子の三河屋

宮町2-4

お買い上げいただいた
お客様に、お楽しみお
菓子を差し上げます

休

  048-588-0304
  9:00-19:00
  不定休

088
茶    お茶の西田園

1523沼妻  

店内商品お買い上げの
方に麦茶のパック1袋
差し上げます。

089 090 091
  　  メガネの南海堂

 100町倉鎌 店本町倉鎌  0120-24-1146
   9:45-19:30 休 無休
八木橋店 仲町74   八木橋百貨店６F 0120-60-4312 
   10:00-19:00 休 水曜不定休
円光店 円光2-4-54  0120-40-5799 
   10:00-19:30 休 木曜定休

メガネ一式お買い上げの方2,000円引き
(お買い得メガネセットの場合1,000円引き）いたします　

093

休

  048-525-1187
  9:00-18:00
  月曜

094
花    花の熊谷　ノーエン

F1　1-221町本  

で店来ご  1,000円以上
お買い上げの方、10％
割引いたします

休

  048-511-6400
  10:00-18:00
  無休

095
  美容

  airy fairy（エアリーフェアリー）

休

  090-2631-9460
  11:00-21:00
  月曜

096
  カフェ  みんなの家

2-36波筑  

円001を杯1ーヒーコ  
引きいたします

097
居酒屋  月わさびっ

筑波2-65-2新川屋ビル2F

大根の唐揚げをグルー
プ人数分サービスいた
します（１グループ１
emiの利用に限る）

お休み処    藤川屋青春館 099
居酒屋   

弥生2-62

ワンドリンクサービス
いたします

100
居酒屋    隠れ家　梟（ふくろう）

2-39-1波筑  
飯塚ビル2Ｆ

差杯１クンリドトフソ  
し上げます

101
和菓子  

  梅月堂
1493-12沼妻  

のげ上い買お品商内店  
方、10%割引いたしま
す

休

048-525-8883
19:00-24:00
月曜・火曜・日曜（予約営
業は可。要電話問合せ）

065
スナック居酒屋風スナック　夕子

筑波2-6

ウーロンハイまたは水
割り１杯をサービスい
たします

休

048-522-8499
  13:30-22:00
  日曜、祝祭日

066
塾スクールＮＯＷ

本町2-59
中家堂ビル3･4F

新規入塾の方、入会金
3,000円を割引いたし
ます

休

048-523-5282
17:00-23:00
日曜

067
居酒屋憩いの場串焼き　馬

末広4-13-2

ご来店のお客様にグラ
スビール１杯サービス
いたします

休

048-522-1983
8:30-19:00
月曜

068
菓子

中西1-1-16

お菓子を1000円以上
お買い上げの方に棒付
き飴1本差し上げます

休

048-533-2255
  9:00-19:00
  月曜

069
メガネメガネのタグチ

美土里町3-50

メガネお買い上げの
方、割引提供価格から
さらに1,000円引き＋
クリーナーサービス

休

048-598-3129
  17:00～23:00頃
※ランチタイムは前日まで
　にお問い合わせください
  不定休

070
レストラントラットリアキサク

筑波3-57

アサヒ樽生ビールを1杯
又はソフトドリンク1杯
サービスいたします

休

048-523-8888
[平日]8:10-19:00
※日曜祝日は9:00-
GW、夏季休暇、年末年始

071
車車検のコバック

ロータスケンエイ
中奈良748-1

車検整備の方または定期点
検の方、エンジンオイル４ℓ
までサービスいたします（他
の同じサービス併用不可）

休

048-536-7476
9:30-19:00
（土日祝日は9:00-）
火曜、第２第３水曜

072
美容美容室RIZM（リズム）

お楽しみプラスワン
サービスいたします

スマホアイフォンドクター
アズ熊谷店

098

休

    048-525-8559
  17:00 - 24:00（L.O.23:00、
ドリンクL.O.23:30）
  日曜（祝前日は営業）

休

    048-501-5120
  12:00-20:00
  不定休
  

    048-522-9449

  
休

    048-525-3636
18:00-1:00
  不定休
  

休

048-588-0267
9:00-19:00
  月曜
  

休

-
17:00-翌 2:00
月曜

鎌倉町129
三笠鎌倉町ビル1-B

最初の１杯差し上げま
す

やきとり  
  やきとり・炭焼き　小鶏092

休

レストランMeat & Cheese circolo
（チルコロ）熊谷店

筑波2-42成蹊ビル1F

ソフトドリンク又はア
ルコール１杯サービス
いたします

048-598-5189
11:00～15:00
17:00～23:00
［土日祝］11:00～23:00
月曜

クリーニング衣類のお医者さん
チャムタジマ　妻沼店

衣服・帽子    ROCKET SHIP

箱田1-3-4

500円引きいたします

バッテリー交換、水没修理、
画面修理、iPhone修理
15％OFFいたします

金ちゃん

  17:00-24:00
  無休休

（ロケットシップ）

店内商品をお買い上げ
の方に、オリジナル缶
バッジ1つ差し上げます

弥生2-62

掲載店情報は令和３年11月1日現在。閉店、サービス内容変更や、新型コロナ感染拡大等により営業時間等が記載と異なる場合あり。最新情報は店舗にご確認ください。

048-521-1253
10:00-20:00
不定休  

食事食事処　稚内
星川1-53

料理一品サービスいた
します

休



よしおか里山学校
プロジェクト
地域団体、大学
生等と協働で魅
力ある里山の活
用を考えること
を目的に平成
22年から実施。
「吉岡グラウン
ドワーク実行委
員会」が平成13年度から毎月第２日曜日に実
施する定例保全活動に参加する他、「遊び場」「癒
し場」「学びの場」としての里山となるよう「流
しそうめん・うどん」「大鍋会」など様々な企画
を考え、実施中。

会員のご案内
当会事業に賛同いただける会員を募集中です。
ご連絡をお待ちしております。　
●正会員（総会の議決権があります）
　年会費 … 3,000 円を１口以上
●協力会員
　年会費 … 1,000 円を１口以上
●賛助会員
　年会費 … 5,000 円を１口以上

市民一人ひとりがもつ力を発揮し、共に身近な課題に向き合える “助け合いの
まち”熊谷を目指します。
そのため当会は、志（こころざし）を原資とする地域通貨を活用し、市民同士
を “ありがとう”の気持ちと笑顔で結び、ＮＰＯ・大学・企業・行政など多様な
主体をＷｉｎ－Wｉｎの関係でつないでいきます。
これからも地域貢献や体験的な学びを通して市民がまちを楽しめる機会を創出
し、誰もが暮らしやすい、豊かな熊谷のまちづくりに寄与したいと考えています。

くまがや地域通貨研究会のミッション

イエローハンカチーフ・プロジェクト

ユズりあいくまがやプロジェクト
熊谷市内の家庭にお邪魔し、「木が高くて採れない」、「沢山なっ
て採りきれない」等、不要なゆずを無償で採らせていただき、
冬至のゆず風呂用に市内児童養護施設等にプレゼント。
〈2010年にはじまり、2021年で10回目〉

まちに良いこと促進（配布）
プロジェクト
熊谷市内で社会貢献活動を行う
団体主催のイベント参加者やボ
ランティアの方にありがとう券
を配布しています。
〈2018年配布実績7,095emi〉
例）ニャオざねまつり、ピンクリボン、荒川の集い（ゴミ拾い）等

ありがとう券による介護支援ボランティア活動
促進事業
高齢者施設等でのボランティアへありがとう券を配布、活動を
促進して「元気な高齢者の介護予防」、「利用者にやさしい施設
づくり」を目指します。
①立正大学、社協、市と協働で施設等ボランティアニーズを調
査し、②ボランティア促進のための情報・意見交換会を開催、
③事業、協力店を広報するチラシ等を作成し事業を推進します。
〈平成27年度 熊谷市 市民協働「熊谷の力」事業 採択事業〉

くまがやありがとう券の使い方
ありがとう券は、熊谷市内で社会貢献活動を行う団体のイベン
トに参加した時や、ボランティアをした時に、「ありがとう」
の気持ちを込めて渡されます。

ありがとう券（1emi）をもらった時、裏面の記入欄の１行目に、
例えば次のように記入されています。

このように最初の１行に記録がされていれば、その券 1枚（1emi）
のみで協力店で利用できます。
お店独自の様々な特典と交換してもらいましょう。　　　　　　　　　　
※券はお店に渡し、お店のものになります。
※券のご利用は、お一人様１回につき１emi とさせていただきます。

券を受け取った協力店は、お店の特典を記入します。
※その券はお店が自由に利用できます。

ありがとう券をもらえるイベントは当会ブログでチェック！
ありがとう券を使えるお店は一覧表でチェック！

くまがや地域通貨研究会では、様々な活動を行っています

使用年月日 用途 譲　渡　先
27.4.1 ゴミ拾い ボランティア

使用年月日 用途 譲　渡　先
27.4.1 ゴミ拾い ボランティア
27.5.5 小さなおやつ シナモンカフェ

http: //ameblo.jp /kuma-emi /

協力店情報はこちらから

事 業 紹 介

１

２

３

お問い合わせ先

特定非営利活動法人

くまがや地域通貨研究会
〒360-0803　埼玉県熊谷市柿沼 967 番地３
TEL:070-6529-0866　E-mail:bearemitry@gmail.com

埼玉りそな銀行
熊谷支店（普）5215805
（特非）くまがや地域

通貨研究会

振込口座はこちら

このステッカーが目印
（ありがとう券 協力店ステッカー）

スカベンジャー・クマガヤ
プロジェクト
若者が「まち」に
向き合い、その感
性で大切な存在を
感じ、次の活動へ
つなげることを目
的に平成17年か
ら実施。「スカベ
ンジャー（scavenger）」は「ゴミを拾う人」。
「FINAL HOME」を着用、様々なテーマ、コース
を設定し、ゴミを拾いながら熊谷のまち歩き。立
正大学環境サークル「地球にやさしい会」（当会
会員）に運営委任中。
※他に、社会人向けスカベンジャー・ブラックも不定期開催。

生態系被害防止外来種のセイタカアワダ
チソウ（＊）を採取し、立正大学の学生
、草木染めの会、児童養護施設の子供達
と一緒に黄色いハンカチに草木染して配
布。生物多様性保全の啓発活動を行って
います。＊河川敷に侵入し、絶滅危惧種
のフジバカマ、オギ、ススキ等在来植物
と競合、衰退要因に。
 〈2006年にはじまり、2021年で13回目〉




