12月は歳末たすけあい運動月間です
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みどり市社協では、目の不自由な人や読むことが大変に
なってきた人を対象に、広報紙や社協だより等の朗読録音
テープを貸出しています。
この録音テープは「朗読ボランティア笠懸」のみなさん
が昼部会、夜部会に分かれて声を吹き込み、貸出し用とし
て作成しています。
また、朗読ボランティア活動の普及や会員募集を目的と
して、１月23日（木）から全５回の朗読講座を開催します。
朗読の技術を学び、ボランティア活動をしてみませんか！
詳しくは５ページを確認ください。

※社協だよりでは固有名詞を除き「社会福祉協議会」を「社協」と表記しています。

（1）社協だより
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地域歳末たすけあい運動は、共同募金運動の一環として、新たな年を迎える時期に支援を必要とする
人など、誰もが地域社会の一員として安心して暮らすことができる福祉のまちづくりへの幅広い理解と
参加を目的に、毎年12月１日から12月31日まで行う運動です。
地域の福祉事業がますます活発になるように、身近な地域でできる募金活動にご協力をお願いします。

Ưƙƺ߭ƛźŴƖƟ҇֒ƞකƗංإƞۅƣŻƁǂܱƓƖŴŽƮƉ¢
ൖƋƖۃफ़¥කफ़ŻƹƞංإƲƁഒƁƖŴƮƉ¢
ی൧ංإ
行政区や班・組長などを通じて
１世帯200円を目標に募金のご協力をお願いします。
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市役所・教育委員会・社会福祉協議会、
障がい児・者福祉施設及び児童福祉施設などの
職員を対象に募金のご協力をお願いします。

市内の小中学校を対象に、
児童生徒や教職員へ
募金のご協力をお願いします。
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※写真は平成30年度のものを使用しています。

ひとり暮らし高齢者へのおせち料理・福祉カレンダーの配付。
・おせち料理対象者………約370人
・福祉カレンダー対象者…約1,600人

障がい児・者福祉施設が実施する歳末行事の経費の一部
を助成。
・対象…29施設 約640人

母子・父子世帯の交流（ディズニーシー・クリスマスケーキ
作り）の経費の一部を助成。
・ディズニーシー参加者…………約80人
・クリスマスケーキ作り参加者…約30人

保育園・認定こども園・幼稚園・学童保育所・こども食
堂が実施する歳末行事の経費の一部を助成。
・対象…24施設 約2,400人

… 募金運動の結果は市広報と社協だよりで報告します …
社協だより
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ランドセルを差し上げます
みどり市社協では、令和２年４月に小学校へ入学するまだランドセルを持っていない新１年生を対
象にランドセルを差し上げます。希望される世帯は申し込みください。
■対
象 みどり市内在住で、令和２年４月にみどり市内の小学校へ入学する新１年生のお子さん
のいるひとり親家庭（母子、父子家庭）または生活にお困りの世帯。
※新１年生のお子さんのためのランドセルとなりますので、新１年生のいる世帯で兄弟・
姉妹の使用を目的とする場合は対象外となります。
色……紺
素材…牛皮 手造り 麻糸手縫い
※ランドセルは寄贈されたもので新品未使用です。
・ランドセルの保証等はありません。
・故障等が発生した時の交換等はできません。
・転売行為は禁止とします。
■応募方法 官製はがきに住所・氏名（保護者と新１年生の名前）・連絡先を明記の上、社協まで郵送
ください。
■申込期限 令和２年１月10日（金）17：30必着分
■当 選 者 １人 ※応募多数の場合は抽選となります。
■譲渡方法 みどり市社協にて直接お渡しします。
※当選者（保護者）にはランドセルをお渡しの際、本人確認のため身分証（保護者）と
入学される新１年生の証明（学校からの通知や親子とわかるもの）を提示ください。

当選者の公表はありません。当選者のみにお知らせします。

ϸ߲єࠊإÉধԑ഼ࠊإઊഒঘஞÊƞϕఅ
この制度は、生活に不安を抱えた低所得、障がい者及び高齢者世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支
援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とするものです。そのなかの教
育支援資金は、進学や修学の継続を支援し、世帯の将来的な自立につなげることを目的とし、群馬県社協が
実施主体となってみどり市社協が相談・受付の窓口となっています。
●主な貸付条件
貸付限度額
教育支援費
就学支度費

高 校
高専・短大
大 学

月3.5万円以内
月6.0万円以内
月6.5万円以内

据置期間

償還期間

貸付利子

卒業後
６月以内

10年以内

無利子

連帯借受人 連帯保証人

必要

原則必要

50万円以内

※限度額は目安であり、実際の貸付金額、期間等については群馬県社協の審査の結果、決定となります。

●対象世帯（下記の条件を全て満たす世帯となっています。）
・みどり市に居住している世帯。
・高校や大学などに在学中または進学を希望するお子さんがいる低所得世帯。※一定の条件があります。
・日本学生支援機構及び母子父子寡婦福祉資金貸付金等の他からの融資が受けられない世帯。
●申請から送金まで１カ月ほどかかりますので、早めの相談をお願いします。
●貸付から返済終了までの過程で、地域の民生委員さんによる相談支援を受けていただきます。
来所の前に一度電話での相談をお願いします。なお、相談の結果、希望に沿えない場合もあります。
■問合せ先 みどり市社協 本所 76−4111
（3）社協だより
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〜生活支援体制整備事業〜
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協議体は、構成メンバーが定期的に集まり、住み慣れた地域で安心して暮らしていくために、どのような
課題がありどのような社会資源が必要なのか…などを話し合う場です。
第２層・第１層と設置されている協議体の紹介です。

〜第２層協議体の取り組み〜
第２層協議体は、町ごとに設置されています。月１回の会議開催を目安に、協議体ごとにテーマを決めて
取り組んでいます。
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テーマは、移動手段。地域に
住む高齢者が、日常生活におけ
る「あし」について実際にどの
よ う な 課 題 を 抱 え て い る の か、
アンケートを行う予定です。

テーマは、見守り。どのよう
な高齢者を見守り対象にするの
か、それによって見守る方法も
様々であることを話し合ってい
ます。

テ ー マ は、 社 会 資 源 マ ッ プ。
地域にある社会資源を高齢者に
知らせるために、情報を集めた
マップ作りをしています。

ÀઓĴਥ֩À
市全域の第１層協議体は、不定期開催です。11月１日に
は、今年度第１回会議を開催し、今までの第２層協議体の
取り組み経過を共有しました。

… 各種義援金の受付 …
令和元年10月の台風19号により、県内を含め各地で人的被害をはじめ住家被害等大きな被害が発生しまし
た。被災されたみなさんへお見舞い申し上げます。
現在下記の義援金を窓口で受け付けています。義援金は、群馬県共同募金会を通じて被災地の復興と被災
された人を支援することを目的に役立てられます。
詳細については、みどり市社協のホームページを確認ください。

＜現在受付を行っている義援金＞

<お預かりした義援金>

※令和元年台風19号災害義援金は、中央共同募金会をはじめ被害のあっ
た各県共同募金会で、下記のとおり募集しています。

（令和元年９月５日〜11月20日分）

令和２年３月31日

■令和元年台風19号災害義援金（群馬県）
大間々地区老人クラブ連合会女性部
14,000円

平成30年７月豪雨災害義援金
岡山県、愛媛県、広島県、中央共同募金会

令和２年６月30日

■令和元年台風19号災害義援金（中央）
山田あずみさん 10,000円

令和元年８月佐賀県豪雨災害義援金

令和２年２月28日

令和元年台風15号・台風19号・大雨千葉県災害義援金

令和元年12月30日

令和元年台風19号災害義援金
静岡県

令和元年12月27日

名

称

平成28年熊本地震義援金
平成30年北海道胆振東部地震災害義援金

受付期間

中央共同募金会

令和元年12月30日

群馬県、栃木県、茨城県、神奈川県

令和２年１月31日

岩手県、宮城県、福島県、長野県

令和２年３月31日

■令和元年台風19号災害義援金（宮城県）
土谷 芳治さん 10,000円

上記のみなさんよりお預かりしました。
ご協力ありがとうございました。

社協だより
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朗読奉仕員養成講座

声を使って

朗読ボランティア活動

をしませんか！

朗読ボランティアは、目の不自由な人や読むことが大変になってきた人へ、自分の声を使って、テープに
広報紙や社協だよりを録音し、市や社協からの情報を提供するボランティアです。
朗読の技術を磨き、ボランティア活動をしませんか。
◆日
程
◆時
間
◆会
場
◆講
師
◆内
容
◆受 講 料
◆人
数
◆参加資格

令和２年１月23日（木）〜２月20日（木）毎週木曜日 全５回
10：00〜12：00
みどり市社協 本所
安 弘美 先生（高崎市社会教育講師）
①朗読とは ②発声練習 ③実践（広報・社協だよりを読んでみよう）
無料
20人（先着順）
①みどり市在住、在勤、在学の人
②みどり市ボランティアセンターに登録している市外の人
◆申込期限 令和２年１月10日（金）
◆申込方法 みどり市社協 76−4111
電話または来所にて申し込みください
受付時間は８：30〜17：30 ※土日と年末年始（12月28日〜１月５日）は除きます

みどり市社協では朗読テープを貸出ししています。気軽に問い合わせください。

ܳƗԁƦటढধԑࠢຼ߲єࠏ؋
判断能力が不十分な認知症高齢者や精神・知的障がいのある人の、金銭などの管理を支援する日常
生活自立支援事業について、市民のみなさんに理解を深めてもらうことを目的に普及啓発講演会を実
施します。ぜひ申し込みください。
■日
■会
■演

令和２年１月25日（土） 13：00開場／13：30開演
ながめ余興場（みどり市大間々町大間々1635）
第１話 物忘れによる不安が出てきたら…
〜一人暮らしの高齢者への「社協」による金銭管理支援〜
第２話 知的障がいがあっても、自立した生活がしたい
〜サトルさんの一人暮らしを支えているのは〜
■参 加 費 無料
■定員 300人
■対象 みどり市民
■申込期限 令和２年１月10日（金）
■申込方法 みどり市社協 76
76−
−4111 電話または来所にて申し込みください（定員に達し次第締切）
受付時間は８：30〜17：30 ※土日と年末年始（12月28日〜１月５日）は除きます

講談師

時
場
目

神田

織音

経 歴
高校時代から芝居の勉強を始める。
その後約十年芝居に携わる。
平成11年４月 神田香織に入門 講談協会所属（芸名 神田おりね）
平成11年９月 前座
平成15年４月 二ツ目昇進（芸名 神田織音）
平成23年４月 真打昇進
NHKラジオ「日曜バラエティー」レギュラー出演
（平成22年〜平成25年）認知症の意識啓発講談
「認知症は正しい知識と適切な対応が不可欠」を実施し、好評を得ている。

（5）社協だより
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令和元年度

群馬県社会福祉大会が開催されました！

◆群馬県知事表彰
︵敬称略︶

︻民生委員・児童委員︵功労章︶︼

森田峯治・長澤菊雄・関口秀香

近江静江

︻民生委員・児童委員︵勤続章︶︼

松島博志・竹村榮子・矢内万亀子

赤石礼子・山同輝和・深谷洋子

金子計子

︻社会福祉事業従事者︼

須永千春・高草木栄子

︵社会福祉法人柏︶

手島かおる・下村惠梨子・園田貴志子

須永和美・馬場恭彦

︵社会福祉法人希望の家︶

◆群馬県社会福祉協議会会長表彰

︻社会福祉施設役職員功労者︼

會澤祐美︵社会福祉法人三和会︶

窪塚洋子・大谷尚美・渡辺武士

︵社会福祉法人柏︶

諸岡布査子・菊地直人・坂本浩子

︵社会福祉法人希望の家︶

金子広行・細野浩世

直公乃

︻模範自立障害者︼

令和元年11月22日（金）に昌賢学園まえばしホール（前橋市民文化会館）で、
『人々がともに心を
寄せ合い、誰もが役割と生きがいを持てる地域共生社会へ』をテーマに群馬県社会福祉大会が開催さ
れました。
本大会は、県内の社会福祉関係者が一堂に会し、社会福祉に関する課題の解決に向けた決意を新た
にするとともに、多年にわたり社会福祉の発展に功績等のあった方々に感謝と敬意を表するものです。
みどり市からも、長年にわたり社会福祉の推進にご尽力いただいた28名が表彰されました。受賞者
は次のみなさんです。おめでとうございます。

… 令和元年度 みどり市社協会費の報告 …
令和元年度みどり市社協会費のお願いに関して、多くの市民のみなさんからご協力
いただいたことに感謝いたします。お預かりした会費は、住民福祉のために本会が実
施する地域福祉事業や本会の運営等に活用します。
今後ともみどり市社協へのご理解とご協力をよろしくお願いします。
○特別会費
○一般会費
●合
計

21世帯
14,931世帯
14,952世帯

42,000円
7,467,000円
7,509,000円

令和元年10月25日現在

社協だより
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〜このコーナーでは、福祉に関するさまざまな情報を掲載しています〜

ヘルプマークを知っていますか?
援助が必要な人のためのマークです。
義足や人工関節を使用している人、内部障がいや難病の人、または妊
娠初期の人など、外見からわからなくても援助や配慮を必要としている
人がいます。その人が配慮を必要としていることを周囲に知らせること
で、援助や配慮が得やすい社会を実現するためのものです。

このマークを身に着けた人を見かけたら…
○電車やバスでは席を譲りましょう
外見ではわからないため、疲れやすかったり同じ姿勢を保つことが困難な人がいます。
○駅や商業施設等で声をかけましょう
交通機関の事故など、突発的な出来事に対して臨機応変に対応することが困難な人や、立ち上がる・
歩く・階段の昇降などの動作が困難な人がいます。
○災害時には安全に避難するための支援をお願いします
視覚障がい者や聴覚障がい者などの状況把握が難しい人、肢体不自由者などの自力での迅速な避
難が難しい人がいます。

困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。
ヘルプカード
緊急連絡先や必要な支援内容などが記載でき、障がいのある人
が災害時や緊急時、日常生活の中で困ったときなど、周囲に手助
けを求めたいときに提示し、自己の障がいへの理解や支援を求め
るためのカードです。
ヘルプカードを提示されたら、その内容に沿って支援をお願い
します。
■配布場所

・みどり市役所（社会福祉課、大間々市民生活課、東市民生活課）
・県各保健福祉事務所

ܿ༃ࡋֹෂ߸ܳіҼ
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10月17日（木）
、笠懸公民館で「こころに余裕のある生
活をおくるコツ〜心理学を応用して〜」と題して埼玉医科
大学助教 庄野伸幸先生を招き、高齢者虐待防止講演会が開
催されました。
心配や不安を安心・楽観にする考え方や、ストレスと上
手に向き合いゆったりのんびり生活する方法、また、対応
の一つとして「相手の話を
十分に聞くことにより、相
手にも聞く耳ができる」な
ど、欲求が満たされると心に余裕が生まれるといった話がありました。
参加者からは「もっと早く話を聞きたかった」
「子育てや職場にも活用でき
る」などの感想があり、介護疲れ・虐待防止だけでなく日常生活での人間関
係の持ち方を分かりやすく教えていただきました。
（7）社協だより
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話題

あれ こ れ

笠懸町地区福祉部研修会
笠懸町地区福祉部会長会では、９月６日（金）に埼玉県防災学習センター
への研修会を行いました。昨今、時期や場所を問わず頻繁に発生してい
る自然災害ですが、まずは、起こりうる災害を体感することから始めよ
うとの目的で、同センターを見学しました。実際に暴風や煙などの体験
ができ、いざという時にどのような行動をとり、日ごろから地域や自宅
でどのような備えをしておくべきなのかを考えるきっかけとなったよう
です。

若年ひとり親家庭等集い
お台場・すみだ水族館・ソラマチ散策の旅
10月26日（土）にひとり親同士の親睦や交流を深め、
仲間作りを目的として、
「お台場・すみだ水族館・ソラ
マチ散策の旅」を実施し、今年度は18世帯41人が参加
しました。
お台場やソラマチ散策では家族や友達と一緒に買い
物をしたり、水族館では珍しい生き物に目を輝かせた
り、おいしいバイキングではお腹いっぱい食べたりと、
思い出に残るバス旅行になりました！

みんなで気分をリフレッシュ！

心身障がい者療育訓練

10月29日（火）に在宅で家族を介護している人の
日頃の疲れを癒し、相談や助言を行うことを目的に
第２回家族介護者交流事業を開催しました。
『道の駅・
川場田園プラザ』と沼田の『原田農園』で散策やショッ
ピングで楽しみ、参加者同士会話もはずんだ秋のひ
とときとなりました。

11月２日（土）に社会参加促進や生活訓練を目的
に、みどり市在住の知的障がい児・者を対象とした
心身障がい者療育訓練事業を実施しました。16世帯
40人が参加し、サンシャイン水族館の見学やサンシャ
インシティ散策、ランチバイキングを通じて、普段
体験しない雰囲気を味
わ っ た り、 食 事 の マ
ナーを学んだりとたく
さんの経験をすること
ができました。
参加者同士でも積極
的に交流し、充実した
１日を過ごすことがで
きました。

バーベキューで
交流を深めました
10月17日（木）にみどり市障害者福
祉センターつばさで、保護者会と合同で
のバーベキュー行事を行いました。利用
者と保護者、職員とで懇親を深めながら
楽しくおいしく料理をいただきました。
社協だより
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ボランティア連絡協議会の環境美化活動
11月３日（日）文化の日にボランティア連絡協議会による クリーン大作戦
が行われました。秋晴れの心地よい中、鹿の川沼周辺を約130人の団体関係者に
桐生信用金庫の職員も加わり、きれいな町を目指して清掃作業をしました。この
活動は、加盟団体でもある笠懸ライオンズクラブが中心となって、環境美化奉仕
活動の一環として行う恒例行事です。また笠懸ライオンズクラブは、社協が実施
しているペットボトルキャップリサイクル活動等の協力もしています。

群馬県老人クラブ大会及び
第45回群馬県老人クラブ
連合会芸能発表大会

11月15日（金）に前橋のベイシア文化ホールで標
記大会が行われました。老人クラブ大会では大間々
13区が休眠クラブの再開で表彰を受け、芸能発表大
会では東地区全体で選ばれた25人が出演し、詐欺被
害防止に繋げるための No！詐欺音頭 を踊りました。

みどり市敬老旅行
みどり市在住の満
60歳以上の人を対象
に健康保持と地域の
親睦を深めることを
目的に11月12日（火）
〜14日（木）の２泊
３ 日 で125人 と 新 潟
県の赤倉温泉に行ってきました。長野県の善光寺や戸
隠神社、新潟県の弥彦神社などを巡り、食事では山の
幸・海の幸を堪能しました。宴会でもカラオケや踊り
で大いに盛り上がり、満喫した３日間となりました。

健康福祉まつり
10月６日（日）市主催「健康福祉まつり」が笠懸
公民館で行われました。
社協では車イスや災害ボランティア活動の体験
コーナーなどを設け、参加者は職員の説明に耳を傾
け、福祉を考えるきっかけになりました。
共同募金会みどり市支会としても募金を呼びかけ、
みなさんのご協力により8,303円の募金を預かりま
した。また、出店団体のみどり市食生活改善推進協
議会より参加費分8,950円を、笠懸町婦人会より収益
の一部5,000円を募金として預かりました。この募金
は地域福祉のために役立てられます。

熱戦！まごころ将棋大会
11月20日（水）脳
の活性化と健康増進
を目的に老人福祉セ
ンターまごころで将
棋大会を開催しまし
た。21人の参加者は、
級組と段組に分かれ
１局の持ち時間25分で対局に挑み、盤上の熱い戦い
が繰り広げられました。
◆級組
◆段組
優 勝 白瀧禎之さん
優 勝 石田優二さん
準優勝 新島隆一さん
準優勝 天沼十二さん

地域に合わせた取り組みを進めましょう
＊地域福祉計画の一つです。市民のみなさんも取り組んでいきましょう。

福岡中央小学校福祉教育
11月８日（金）、福岡中央小学校とし
て最後の車椅子体験学習が行われました。
車椅子サポーターが講師として４年生一
人ひとりへの指導にあたり、車椅子の部
位・名称、操作方法・注意点などを学び、車椅子に乗
る側、介助する側、両方を体験しました。生徒は、
「乗っ
てみると怖かった」
「介助する時、段差が大変だった」
など、実際の体験を通じて学ぶことができました。
（9）社協だより
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車椅子体験学習

善意銀行
〜

令和元年 ８ 月 16日
令和元年 11 月 15日

あ た た か い ॅ ありがとうござ います
お寄せいただいた善意は、みなさんの趣意に添って市内の福祉事業や各種福祉施設で
活用させていただきます。
（敬称略）

金銭の部

その他物品

・笠懸ライオンズクラブ
50,000円
・久平稲荷の浄財
6,923円
・大間々町第8区2班 荻原秋夫・竹澤政則 13,301円
・あかぎクラブ笠懸支部
50,000円
・両毛ヤクルト販売株式会社
50,000円
・昭和45年度卒大間々中学校3年8組 代表 大沢正 1,472円
・松源寺ゴルフ愛好会
30,522円
・かたくりの湯募金箱
15,286円
・田村喜志
500円
・匿名
814円

・冨場由美子
洋服3点・靴下7足・ハンドソープ3本・小鉢2枚
・笠懸ライオンズクラブ
石鹸28個・タオル104枚
・匿名
男性用下着13袋
・匿名
食器多数
・匿名
ぞうきん6枚・テーブル台ふき12枚
・匿名
タオル45枚・オムツパット4枚
・匿名 男性用下着22枚・男性用靴下7足・女性用下着1枚
・匿名
食器 多数

▲笠懸ライオンズクラブ

○ペットボトルキャップ回収についてのお願い○
しょう油、お酒等の大きめなキャップや、金属製のキャップは回収の対象となりません。汚れがひどいもの、虫等の付着物
が目立つものも回収の対象にならない場合があります。また、ペットボトルとプルトップを一緒に預託する場合は、必ず別々
の袋や容器に入れてください。ご協力をお願いします。

▲あかぎクラブ笠懸支部

ペットボトルキャップ・プルタブ・使用済切手・使用済カード・ベルマーク・その他
・浅野佐智子
・阿左美美枝子
・天田三男
・新井きみこ
・新井モト子
・飯塚蒼空・蒼輔
・石川ウメ子
・石原恵美子
・磯村美智子
・磯村良子
・井野口宙・遥・爽
・岩崎髙雄
・岩崎マチ子
・岩崎やへ
・上村泰持
・宇津野明
・遠坂恭二
・大倉心暖・実心
・大沢正
・大橋寿之
・大豆生田世成
・大宅仁孝
・小黒淳子
・小黒利夫
・小野美和
・笠間エイ子
・柏谷繁貴
・加藤光江
・金井恵子
・金山鶴洙
・金子奄子

・金子喜久江
・鏑木富江
・神澤敏子
・川﨑松雄
・川端信子
・神林はるみ
・北爪貞夫
・木村喜代子
・草間桃花
・久保田満子
・栗原かつ江
・栗原初江
・桒原政市
・桑原正夫
・小池莉梛
・越塚蒼來
・斉藤かれん
・坂本芳子
・桜井克宏
・佐藤幸子
・佐藤駿・夏帆
・重田好一
・品川久夫・多恵子
・清水路子
・鈴木静江
・鈴木秀哉
・関久美子
・関口亜莉沙
・関口美保子
・髙草木節子
・武田

・田中健司
・田中繁
・千葉麗子
・土谷芳治
・都倉道子
・冨場由美子
・中島秋子
・中山裕基・拓海・
友花・喜望
・長澤ナツ子
・長瀬十三子
・根岸由紀子
・馬場美緒
・日野和子
・平塚洋子
・福田貞男
・福田定男
・藤井陸・美咲
・船津秋夫
・星野たま子
・星野好江
・前原知恵子
・松井洋子
・松島福夫
・丸山ひで子
・宮田善一
・森三枝子
・柳澤正利
・柳澤美津子
・山中富夫
・吉岡啓子

○寄贈金品の払い出しの報告○
寄贈いただいた物品は、地域の中で展開されている介護サー
ビスや介護予防事業等に一部払い出し、活用いたしました。

・吉岡千晶・千賀
・渡邉那智・甲斐
・新井自動車
・うたごえままね
・猿歌会
・大間々2区ふれあいサロン
・大間々4区婦人会
・大間々5区婦人会
・大間々6区婦人部
・大間々7区寿会女性部
・大間々9区婦人会
・大間々10区福祉部
・大間々13区老人クラブ
・大間々東中学校
・大間々南小学校JRC
・笠懸7区
・笠懸9区紅葉会
・笠懸北小学校
・笠懸支部更生保護女性会
・かさかけ自動車
・笠懸図書館
・笠懸町婦人会
・笠懸ライオンズクラブ
・㈱大間々ゴルフ倶楽部
・桐生信用金庫大間々支店
・桐生大学グリーンアリーナ
利用者一同
・桐生みどり消防署
黒保根東分署
・傾聴ボランティア
ゆりの会

・健康体操部
・コープ群馬ボランティア
グループ くらたす
・さわやかクラブ
・しのはら接骨院
・社会クラブ
・手話愛好会
・庄屋久平・籾山順二
・シルバー気功太極拳
・シルバー人材センター
東支所
・勢多郡東村土地改良区
・髙橋設備
・高橋手袋
・長壽院
・ドコモ広沢店一同
・日望会労働組合
・はなもも高倉旗枝
・一二美会
・ひまわり会
・福岡中央小学校
・みどり更女大間々支部
・みどり市立あずま小学校
・みどり市立笠懸北小学校
・みどり市役所社会福祉課
・みどりふれあいサポーター
・美幸会
・わんにゃんクラブ
・匿名41名

プルトップは
現在 291.2㎏ です

ボランティア連絡協議会と有志の方々による選別作業の後

あと1308.8㎏で車イス１台と交換されます

7,969人分のポリオワクチンになります！
！

エコキャップは
現在 8,985,750 個 です

※アルミ価格の急激な値下がりにより車イスへの交換が800㎏→1600㎏に変更になりました。

善意銀行への寄贈は各支所でも受け付けております。 ◆大間々支所
72 −72
4054
◆東支所
97 −97
2828
善意銀行への寄贈は本所の他、各支所でも受け付けています。
◆大間々支所
− 4054
◆東支所
− 2828

＊＊＊ボランティア活動を考えている人へ＊＊＊
被災地へ出発する前に、必ずボランティア活動保険に加入をお願いします。
手続きは地元社協（＝みどり市社協）でできます。
社協だより

第53号（10）

ర෯రߨƞ־բƞźƹƋ
年末年始のため、下記の社協運営施設は休館となります。また、子育てサ
ロンは、冬休みの期間児童が終日利用するためお休みです。ご迷惑をおかけ
しますが、よろしくお願いします。
施設・事業名

休館期間

問合せ先

子育てサロン

12月23日（月）〜1月7日（火）

76−6 0 4 6

笠懸老人憩の家

12月28日（土）〜1月5日（日）

76−5 0 6 4

第１親老児童館

12月29日（日）〜1月3日（金）

76−6 0 4 6

第２親老児童館

12月29日（日）〜1月3日（金）

76−1 2 2 2

第１笠懸東学童クラブ

12月29日（日）〜1月3日（金）

76−9 9 7 7

第２笠懸東学童クラブ

12月29日（日）〜1月3日（金）

76−9 9 5 4

温泉施設かたくりの湯

12月30日（月）〜1月1日（水）

76−1 1 2 6

障害者福祉センター

12月28日（土）〜1月5日（日）

76−4 8 0 0

大間々老人憩の家

12月29日（日）〜1月3日（金）

72−1 6 2 0

厚生会館（大間々公民館） 12月28日（土）〜1月4日（土）

72−4 0 5 4

老人福祉センター

97−2 8 2 8

12月28日（土）〜1月6日（月）

いらない入れ歯が役立ちます！

リサイクルにご協力をお願いします
不要になった入れ歯に含まれる貴金属を再生・再利用して得られる収益を日本ユニセフ協会を
通し、世界の子どもたちのために寄付活動を行っています。
●回収できるもの
①金属を使用している入れ歯
②クラウン、ブリッジ、インレーなどの小さな義歯
③その他貴金属品アクセサリー（指輪・ネックレス）等
●入れ歯回収ボックス設置場所
みどり市役所（笠懸庁舎・大間々庁舎・東支所）
笠懸老人憩の家・厚生会館・大間々老人憩の家・
老人福祉センターまごころ
●入れ歯を回収ボックスへ寄付する方法
①汚れを落とし、熱湯か入れ歯洗浄剤（除菌タイプ）で消毒する。
②ビニール袋に入れる。※回収ボックスにもビニール袋が備えてあります。
③入れ歯回収ボックスに投函する。

《平成30年度 収入報告》
入れ歯など49個で15,274円善意銀行に預託されました。
（11）社協だより
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生活困窮者自立支援事業の案内
〜生活や仕事のことで悩みごとはありませんか？〜
みどり市社協では、さまざまな理由により生活や仕事の悩みを抱えた人が
自立した生活を送れるよう、相談・支援するための窓口を設置しています。

※相談無料・秘密厳守

このような
支援を行っ
ています

相談支援

・生活や仕事での悩みごとをお聞きします。
・関係機関と連携し、解決に向け支援します。

住居支援

・一定期間、家賃を補助します。
※支給要件があります。

就労支援 ・ハローワークへの同行や求人情報の提供を行います。

■問合せ先 生活困窮者自立相談支援機関 76 − 0975（みどり市役所社会福祉課内）

心 配 ご と 相 談
期 日

12月

１月

２月

３月

会 場

5日(木)
10日(火)
16日(月)
25日(水)
10日(金)
15日(水)
27日(月)
5日(水)
10日(月)
17日(月)
25日(火)
5日(木)
10日(火)
16日(月)
25日(水)

笠懸
東
大間々
笠懸
東
大間々
笠懸
笠懸
東
大間々
笠懸
笠懸
東
大間々
笠懸

時 間
9:00〜15:00
10:00〜12:00
13:00〜15:00
9:00〜15:00
13:00〜15:00
13:00〜15:00
9:00〜15:00
9:00〜15:00
10:00〜12:00
13:00〜15:00
9:00〜15:00
9:00〜15:00
10:00〜12:00
13:00〜15:00
9:00〜15:00

生活・福祉・金銭・家庭の問題など生活の中でのあらゆる悩みごとや心配
ごとについて相談に応じます。気軽に相談してください。

会場・問合せ先

弁護士相談
○

○笠

○

懸 (みどり市社会福祉協議会 本所)

みどり市笠懸町鹿250番地（みどり市笠懸老人憩の家）
TEL：0277−76−4111 FAX：0277−76−2828

○

○大間々 (みどり市社会福祉協議会 大間々支所)
みどり市大間々町桐原81番地2（みどり市立厚生会館）
TEL：0277−72−4054 FAX：0277−72−4082

○

東

○

(みどり市社会福祉協議会 東支所)

みどり市東町花輪114番地3（みどり市高齢者生活福祉センター）
TEL：0277−97−2828 FAX：0277−97−3738
○

弁護士無料相談 左記の日程の13:00〜15:00になります（要予約）

社協だより第53号の クイズに挑戦!! はお休みさせていただきます
前回の答え 答え：20周年でした。当選者は下記のとおりです。
川村茉穂さん、佐京江美さん、中田真由美さん、古川隆太さん、茂木正樹さん
及び
当選者
たくさんの応募ありがとうございました。

◆

みどり市社協だよりについての感想・問い合わせは …

社会福祉法人 みどり市社会福祉協議会
次号のお知らせ

■ 〒379−2313 群馬県みどり市笠懸町鹿250番地
■ TEL.（0277）76−4111
FAX.（0277）76−2828
■ ホームページ http://md-shakyo.jp/
■ メールアドレス base-oﬃce＠midori-shakyo.or.jp

次号（第54号）は令和２年３月発行予定です（年４回発行）
＊本紙では、障がいのある人の人権をより尊重するため、法令や固有名称等を除いて「障害」ではなく、
「障がい」と表記しています。

社協だより
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