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みどり市社協では４つの学童保育所（第１・
２親老児童館、第１・２笠懸東学童クラブ）を
運営しています。季節の行事を楽しんだり、お
ともだちと室内や外で楽しく遊んでいます。感
染予防対策に取り組みながら、体調管理に気を
つけて、寒さに負けず元気に過ごしています。

※社協だよりでは「社会福祉協議会」を「社協」と表記しています。
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朗読奉仕員養成講座
朗読奉仕員養成
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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、自分の声をテープに吹
き込み、広報紙や社協だよりの情報を提供するボランティアです。
朗読の奥深さや技術を学び、ボランティア活動を始めてみませんか。
◆日
程 令和３年１月20日（水）〜２月17日（水） 毎週水曜日 全５回
◆時
間 19：00〜21：00
◆会
場 みどり市社協 本所
◆講
師 安 弘美 先生（高崎市社会教育講師）
◆内
容 朗読とは・発声練習・実践（広報等を読んでみよう）
◆受 講 料 無料
◆募集人数 10人（先着順）
◆参加資格 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３年１月12日（火）
みどり市社協（76−4111）に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です。
※土日祝日と年末年始（12月29日〜１月３日）は除きます。
◆そ の 他 新型コロナウイルス感染状況によっては中止する場合もあります。

… 義援金を受け付けています…
現在みどり市社協で受け付けている以下の義援金は、群馬県共同募金会を通じて各被災地の共
同募金会へ送られ、被災地の復興と被災者の支援に役立てられます。
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。
＜義援金の名称と受付期限＞
名

称

受付期限

令和２年７月豪雨災害義援金
山形県、熊本県、大分県、佐賀県、鹿児島県の
各共同募金会と中央共同募金会

令和２年12月28日

福岡県共同募金会

令和２年12月30日

平成28年熊本地震義援金
令和元年台風19号災害義援金
宮城県、長野県、福島県の各共同募金会と
中央共同募金会
平成30年７月豪雨災害義援金
岡山県、愛媛県、広島県の各共同募金会と
中央共同募金会

令和３年３月31日

令和３年６月30日

社協だより
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相談窓口の案内 〜 生活困窮者自立支援事業 〜

ひとりで 悩まず
まずは 相談 を

例えば…

・収入が不安定で、生活費のやりくりに困っている
・支払が多くて、どうしたら良いか悩んでいる など

自立に向けた方法を
一緒に考えます

ै٠ǖȐǭǉǇȎǜƞгƗ
ƯǂඕŸƖŴƮƋǃŻ !

☎0277−76−0975

生活困窮者自立相談支援機関（みどり市役所社会福祉課内）

ধԑ഼ࠊإƞϕఅ
生活に不安を抱えた低所得世帯、障がい者及び高齢者世帯に対して、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して、資金の貸し付けと必要な相談支援を実施しています。
また、現在新型コロナウイルスの影響による休業や失業等により、一時的または継続的に収入が減少した
世帯を対象とした特例貸付も実施しています。
なお、本制度は貸付制度であり、返済の義務を負います。
●資金の種類

総合支援資金
生活支援費※

生活再建までの間に必要な生活費用

住宅入居費

敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用

一時生活再建費

生活を再建するために、一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用

福祉資金
福祉費

日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために、一時的に必要であると
見込まれる費用

緊急小口資金※

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用

教育支援資金
教育支援費

就学するのに必要な経費

就学支度費

入学に際し必要な経費

不動産担保型生活資金
不動産担保型生活資金 低所得の高齢者世帯向け
要保護世帯向け
要保護の高齢者世帯向け
不動産担保型生活資金
※が特例貸付の対象です（受付期限R2.12.28）

●留意事項
①相談希望の人は、事前に連絡をお願いします（本所 76−4111）。
②相談では、生活状況や家族のことなどを確認します。結果、希望に沿えないこともあります。
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軽スポーツ用具の貸し出しだけではなく、イベント用具の貸し出しもはじめました。
ぜひ、イベントなどの開催時に気軽に利用ください。

ø࡞ƚઊࢥຆشø
☆軽スポーツ（12種類）
☆立て看板
☆投光器
☆囲碁、将棋、上毛かるた
☆スクリーン
☆パイプ椅子

☆イベント用テント
☆延長コード
☆マイク・スピーカーセット
☆プロジェクター
☆トランシーバー

■貸出対象

・構成員の過半数がみどり市内に居住する団体
・みどり市内の社会福祉施設
※ただし、営利目的の利用、政治的・宗教的活動での利用、用具の使用期間が1週間以上の
長期に及ぶといった場合は貸し出しができません。
■貸出期間 １週間以内 ※利用料金は無料です
ઊࢥռභঅƞӷనƴઊࢥ๊ƚƙƛƔŴƖƟ
Ŵ݄ƿƋſƐƅŴ¢
■問合せ先 みどり市社協 本所 76−4111

഼ڲຆشƞઊƇࢥƇ
学校や地域での福祉学習や福祉活動として高齢者や視覚障がい者等の疑似体験ができる福祉体験用具の貸
し出しを行っています。ぜひ福祉体験にお役立てください。
高齢者疑似体験用具（もみじ箱）
筋力低下による身体の重さを感じるためのおもりや白内障を体験できるメガネ、関節が曲がりにくくな
るベルトを着けることで高齢者になったときに生じる身体の変化を体験できます！
アイマスク・白杖
アイマスクをした状態で白杖を使う歩行によって、視覚障がい者は普段どのように
歩いているかを体験できます！
ƍƞ੩¡ՑϦஅࠓնƴࡍŴƉƚƙƞઊƇࢥƇƲܱƓƖŴƮƉ¢एƇſƟŴ݄ƿƋſƐƅŴ¢
■貸出対象
■貸出期間
■申 込 先
■問合せ先

みどり市内にある学校・団体等
１週間以内
利用予定日の１週間前までに申請手続きをしてください
本所 76−4111 大間々支所 72−4054 東支所 97−2828

学校や地域福祉団体と協力し、福祉教育に取り組みます。
＊地域福祉活動計画における社協の役割の一つです。

笠懸東小学校福祉教育

車いす・ブラインドウォーク体験学習
10月26日（月）
、総合学習の授業として笠懸東小学校４年生が車い
す体験とアイマスク・白杖を使ったブラインドウォーク体験学習を行
いました。それぞれの使い方や注意点などを学んだ後、体験する側と
介助する側の両方を体験しました。
「車いすに乗ってみると怖かった」
「アイマスク
で何も見えなくて段差が怖かった」
「介助する時、車いすの操作や目の不自由な人
に障害物や段差を知らせるのが大変だった」など、実際の体験を通じて助け合う意
識やどのような支援が必要かを学ぶ良い機会となりました。

社協だより
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不要になった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
世界の子どもたちのために、日本ユニセフ協会を通じて、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寄付しています。
●回収できるもの
・金属を使用している入れ歯
入れ歯を
・クラウン、ブリッジ、インレーなどの小さな義歯
リサイクル
・宝飾品（金やプラチナ等のアクセサリー）
●入れ歯回収ボックス設置場所
①みどり市役所（笠懸庁舎・大間々庁舎・東支所）
②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
●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回収ボックスに投函する。

『思いやり駐車場利用証制度』利用案内
この制度は、公共施設や商業施設などに設置されている車いす使用者用駐車場の適正利用を推進するため、
群馬県が利用対象者を定め、利用対象者からの申し出により利用証を交付するもので、みどり市社協も協力
しています。
利用証は、県が協定を結んでいる施設の思いやり駐車場に駐車する際に、自動車のルームミラーに掲示し
て利用ください。
利用証の交付には、申出書の記入と利用証交付に必要な書類の提示が必要となります。思いやり駐車場を
利用希望の人は、交付窓口にて申請し利用証の交付を受けてください。
利用証の交付対象者
身体障がい者

身体障害者手帳の等級により
交付されます

利用証交付に必要な書類
身体障害者手帳

知的障がい者

療育手帳の障がいの程度が
「A」の人

精神障がい者

精神障害者保健福祉手帳の
等級判定「1 級」の人

精神障害者保健福祉手帳

介護認定を受けた人で
要介護 1 以上の人

介護保険被保険者証

高齢者

難病患者
妊産婦

特定医療疾患又は
特定医療費（難病指定）受給者
妊娠 7 か月〜産後 6 か月の人

療育手帳

第57号

交付基準に該当
しなくなるまで有効

特定疾患受給者証
又は特定医療費
（指定難病）受給者証
母子手帳

■みどり市の利用証交付窓口
・市役所（社会福祉課、大間々市民生活課、東市民生活課）
・みどり市社協（本所、大間々支所、東支所）
■代理人による申請
代理人などが申し出る場合は、代理人の身分を証明できるもの
（免許証など）の提示も必要です。
■問合せ先 みどり市社協 本所 76−4111
（5）社協だより

利用証の有効期限

妊娠 7 か月〜産後 6 か月

第３回 おうちでできる介護予防教室
入浴時の

ǵ»ǫǚȊǦǒƛƄຆॅ©

「ヒートショック」とは
暖かい場所から寒い場所へ移動する時など、急激な温度差で血圧が大きく変化する
ことが原因で起こる健康障害です。
例えば、失神や心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こす可能性があります。
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令和２年度

群馬県社会福祉大会表彰者

みどり保護区保護司会では17人の会員のもと、
市内の小中学校と連携し薬物乱用防止教室を開催
する等、市内の犯罪や非行を未然に防ぐとともに、
罪を犯した人の更生を図る活動をしています。今
回は10月13日（火）に笠懸保健センターで、保護
司としての資質向上を目的とした第１回自主研修
を行いました。
この研修ではみどり保護区保護司会元会長であ
る成田弘氏が講師となり、保護司だった時の経験
談や苦労した事を話されました。子どもの非行を
正す前に子どもと向き合う親の教育が必要である
と自身の経験からの話もあり、今後の保護司活動
を行っていく上で糧となる研修となりました。
（7）社協だより
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敬称略

みどり保護区保護司会 第１回自主研修

◆群馬県知事表彰

)

)

)

)

おめでとう
ございます

︻社会福祉事業等従事者︼

社(会福祉法人麦の芽会
木村涼子
長谷川めぐみ・久保宮子

社(会福祉法人柏

福島友枝・藤掛美佐江

社(会福祉法人希望の家

吉田三保子
社(会福祉法人美幸会
◆群馬県社会福祉協議会会長表彰

︻民生委員・児童委員功労者︼

鹿木長次郎・白石鏡子・星野章

影山宜男・齋藤孝次郎・関口洋子

相川幸子・井野口えい子・髙橋俊江

松嶋順子・小磯佐代子・星野惠美子

藤生浩子・明瀬弘美

︻社会福祉法人︑施設︑団体及び

市町村社会福祉協議会役職員功労者︼

金子美江・國井洋子

︵社会福祉法人麦の芽会︶

中西賢路郎・阿左美勝二・齋藤俊雄

関口好一・竹村正雄

︵社会福祉法人柏︶

︵社会福祉法人希望の家︶

︵社会福祉法人三和会︶

山本真世・五十嵐貴彦・五十嵐順子

須藤光男

糸井浩子

︻模範自立障害者︼

群馬県社会福祉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。
例年、11月に開催されており、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から規模を縮小し
ての開催となり、群馬県内から各分野代表受領者１名のみの出席となりましたが、みどり市からも長
年にわたり社会福祉の推進に尽力いただいた32人のみなさんが表彰されました。受賞者は次のみなさ
んです。おめでとうございます。

話題

あれ こ れ

菜たね播き作業に参加

〜障害者福祉センター〜

９月30日（水）地域活動支援センターの利用者が鹿田山環境保全ネットワークの活動として菜たね播きを
行いました。
天候にも恵まれた爽やかな秋空の下、来年の春に一面の菜の花畑になることを願い、みんなで丁寧に作業
しました。

"まごころ"で社会奉仕
10月５日（月）東町老人クラブ連合会の
みなさんが、みどり市高齢者生活福祉セン
ター（まごころ）の植え込みの除草作業を
行いました。
この作業は、地域社会に対する感謝と高
齢者の元気な姿を示そうと「社会奉仕の日」
と題し毎年実施しているもので20人が参加
されました。
今年は、コロナ禍の中で参加人数を少な
くしての実施となりました。

みどり市老人クラブ連合会

新卓球大会
10月16日（金）に桐生大学グリーン
アリーナで、健康づくりと介護予防を
目的としたみどり市老人クラブ連合会
の第11回新卓球大会が行われました。
今年は新型コロナウイルスの影響か
ら密になることを避けるためダブルス
は中止とし、シングルスのみとなりま
した。
年齢別でのブロック・初心者の部で
のブロックに分かれた試合で、日頃の
練習の成果を出し合った試合となり、
ラリーの応酬が続く熱戦が繰り広げら
れました。
社協だより
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話題

あれ こ れ

若年ひとり親家庭等の集い
10月24日（土）に若年ひとり親家庭等の集いを実施し、
13世帯28人で福島県いわき市にあるスパリゾートハワイ
アンズへ出かけました。
参加した人たちは、家族や友達とプール遊びを楽しんだ
り、おいしいランチビュッフェでお腹いっぱい食べたりと、
世帯や学年の垣根を越えて楽しんでいました。BBQが中止
になり、久しぶりのひとり親家庭等の集いでしたが、参加
した人の笑顔が印象的でした。

災害ボランティアの会
クリーン作戦

みどり市身障者連盟
体育大会

11月３日（火）文化の日に災害ボランティアの
会がクリーン作戦を行いました。
例年、災害に対する活動に取り組んでいました
が、今年は新型コロナウイルス感染拡大防止の観
点から、３密を避けたボランティア活動として外
での清掃作業を行いました。鹿の川沼周辺を10人
で、きれいな町を目指して清掃しました。

11月８日（日）に東運動公園社会体育館で、み
どり市身障者連盟の体育大会を行いました。
機能回復や維持増強を目的に24人の会員とその
介助者が参加し、ビンゴボードやナンバーストライ
ク、ペタンクなど軽スポーツで白熱したプレーを繰
り広げました。さまざまなスポーツを通じて体を動
かしながら交流し、有意義な時間となりました。

日頃の介護から少し離れてリフレッシュ
11月11日（水）にみどり市多世代交流館で、令和２年度第１回・家族介護者交流事業を開催しました。日
頃在宅で家族を介護している人に相談や助言、意見交換等でコミュニケーションを図りながら『フラワーア
レンジメント体験』を行いました。日常から少し離れ、講師の丁寧な指導やアドバイスで、季節の花に触れ
ながら思い思いの作品を仕上げることができました。

（9）社協だより
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あ た た か い ॅ ありがとうございます

善意銀行
〜

令和２年 ８ 月 17日
令和２年 11 月 13日

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
（敬称略）
活用させていただきます。

金銭の部
・笠懸町第８区福祉部
・笠懸ライオンズクラブ

5,727円
50,000円

・久平稲荷の石神様の浄財
・両毛ヤクルト販売株式会社

6,700円
10,000円

その他物品
・冨場由美子
食器３点、男性用スラックス１点、マフラー・サンダル・ランタ
ンライト各１点、ポーチ４点、バレッタ２点、レターセット２点
・小林巴江
紙パンツ２パック
・重田好一
紙オムツ２パック
・滝川三郎
シーツ５枚、ガーゼ手拭い・ガーゼタオル各１枚、女性用ストッキング２足

▲笠懸ライオンズクラブ（左）

・匿名
ぞうきん５枚、タオル26本、エプロン４枚、洋服５点
・匿名
女性用下着４点
・匿名
パジャマ１点、男性用下着５点、女性用下着１点、鉛筆21本、
消しゴム８個、定規２本、色鉛筆８セット

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
・赤石安次
・東菊治
・新井きみ子
・荒川富士夫
・五十嵐次郎
・磯崎佳子
・磯村美智子・良子
・井上京子
・井野口宙・遥・爽
・今泉茂子
・江森堅治
・遠藤美江子
・大倉心暖・実心
・大沢正
・大塚武男
・大豆生田世成
・柏谷繁貴
・金山鶴洙
・金子奄子
・金子喜久江
・鏑木保輝
・川﨑洸貴
・川端眞規子
・神澤敏子
・木村喜代子
・木村和加代
・久保塚みどり
・熊倉京子
・桒原照江
・小池正孝
・児玉美代子

・小林茂樹
・小林巴江
・小峰桃子
・小山壽枝
・斉藤かれん
・斎藤文雄
・坂寄太進
・篠原維吹
・清水晴子
・白井彩乃・健太
・鈴木静江
・直公乃
・関口亜莉沙
・髙橋しず子
・武井サヨ子
・竹澤久子
・田嶋登
・塚原瑚葉・維風
・冨場由美子
・土谷芳治
・長澤チカ
・長瀬十三子
・中村米子
・中山裕基・拓海・友花・喜望
・萩原聖子
・吹野昌幸
・星野カツ江
・星野貞子
・星野たま子
・堀内彩佳
・堀江健一

・松井陽茉莉
・松井洋子
・松島福夫
・松原来輝希
・丸山ひで子
・丸山嘉子
・丸山芳徳
・宮田善一
・村上サチ子
・籾山厳史
・森田蒼
・山田利子
・山中富夫
・ヤマモト
・吉岡千晶・千賀
・吉野恵美子
・米山清子
・渡邉那智・甲斐
・匿名25名
・㈱大間々ゴルフ倶楽部
・大間々５区婦人会
・大間々７区寿会女性部
・大間々９区婦人会
・大間々13区老人クラブ
・大間々13区老人クラブ
延寿の会
・大間々南小学校
・小内牧場
・笠懸自動車
・笠懸町９区GG部
・笠懸町婦人会

○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。

現在 579.2㎏ です

プルタブは

ペットボトルキャップは
現在 10,654,150 個 です

あと1020.8㎏で
車いす１台と交換されます

8,357人分の
ポリオワクチンになります！
！

※現在、ペットボトルキャップ選別ボランティアは新型コロナウイルス感染防止のため休止しています。

善意銀行への寄贈は各支所でも受け付けております。

・笠懸ライオンズクラブ
・共栄興業有限会社
・桐生大学グリーンアリーナ
利用者一同
・桐生ラフターヨガクラブ
・グループホームクララ笠懸
・傾聴ボランティアゆりの会
・荒神飛竜
・さわやかクラブ
・サンホープ笠懸
・社会福祉法人あざ美会エコー
・手話愛好会
・手話サークルさくら草の会
・旬菜食酒味彩
・シルバー気功太極拳
・シルバー人材センター
東支所
・㈱ジャパンスタイル
・ステップ３B体操
・勢多郡東村土地改良区
・とまり木
・ナナサワ保険
・はーとふるチハヤ
・一二美会
・ひまわり会
・ボートレース桐生警備員一同
・みどり市自然友の会
・みどり市文化財課
・みどり市立笠懸北小学校
・紅葉会 根岸道子

ペットボトルキャップ・プルタブ回収
についてのお願い
★醤油やお酒等の大きめなキャップや金属
製のキャップ
★濡れていたり、泥・虫等が付いて汚れが
激しいものについては、
回収をお断りする場合もあります。
また、キャップ・プルタブ・切手は、混ざるこ
とのないよう、必ず別の袋や容器にいれてくださ
るようご協力をお願いいたします。

◆大間々支所 72 − 4054

◆東支所 97 − 2828
社協だより
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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25日（金）〜１月７日（木）

76−6046

笠懸老人憩の家

12月29日（火）〜１月３日（日）

76−5064

第１親老児童館

12月29日（火）〜１月３日（日）

76−6046

第２親老児童館

12月29日（火）〜１月３日（日）

76−1222

第１笠懸東学童クラブ

12月29日（火）〜１月３日（日）

76−9977

第２笠懸東学童クラブ

12月29日（火）〜１月３日（日）

76−9954

温泉施設かたくりの湯

12月30日（水）〜１月１日（金）

76−1126

障害者福祉センター

12月29日（火）〜１月３日（日）

76−4800

大間々老人憩の家

12月28日（月）〜１月４日（月）

72−1620

厚生会館

12月28日（月）〜１月４日（月）

72−4054

老人福祉センター

12月28日（月）〜１月５日（火）

97−2828

※各施設の開館状況については、新型コロナウイルス感染状況や群馬県の警戒度に応じて変更と
なる場合があります。なお、笠懸老人憩の家・大間々老人憩の家については、現在休館中となっ
ています。詳細については、各施設へ問い合わせください。

喫茶ぺちゃくちゃでほっとひと息しませんか
みどり市笠懸公民館内にある喫茶ぺちゃくちゃでは、みどり市身障者連盟の会
員とみどり市障害者福祉センターつばさの利用者が社会参加促進や地域住民との
交流の場として運営しています。
今年の10月から新メニューやセットメニューも始めました！
笠懸公民館を利用する際は、気軽に来店ください！

ÀǸ»ǬȄǮȈ»À

ÀǬȍȖǒȄǮȈ»À

エビピラフ

450円

ホットコーヒー

300円

ドライカレー

450円

アイスコーヒー

300円

チキンライス

450円

紅茶

300円

ビーフカレー（※） 500円

☆オレンジジュース 250円 新メニュー！

ハンバーグ（※）

550円

☆りんごジュース

角煮入りちまき

250円

☆ワッフル

250円 新メニュー！

☆セットメニュー 食事またはデザート＋飲み物で合計から50円引き
（※）…プラス100円でご飯大盛りに変更できます。
（11）社協だより
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250円 新メニュー！

ÀǜǢǦǸංࢍÀ
みどり市社協では、一緒に働くスタッフを募集しています。詳しくは問い合わせください。
■問合せ先 みどり市社協 本所 76−4111
学童保育支援員
■就業場所
■賃
金
■仕事内容
■資
格
■時

間

■休

日

デイサービスセンター東（みどり市東町）

みどり市親老児童館
みどり市笠懸東学童クラブ
時給1,000円
学童保育業務及び子育てサロン業務
保育士、幼稚園・学校教諭免許等の資格の
ある人
月曜日〜金曜日
13：30〜19：15
土曜日・長期休み保育
８：00〜19：15の間の８時間
土曜日（月２・３回）・
日曜日・祝日・年末年始

※勤務内容についてはこちら 97−2828 に
問い合わせください

●生活相談員
■就業場所
■仕事内容

■賃
■資

金
格

■時
■休

間
日

デイサービスセンター東
利用者・家族に対する相談業務及び
介護計画書の作成並びに利用者への
介護業務全般
月給182,200円
社会福祉士、精神保健福祉士
介護福祉士、社会福祉主事のいずれか
月曜日〜土曜日 ８：30〜17：30
日曜日、祝日、年末年始
平日のシフトにあたらない日

ઐÀઐ࣌জԑํ૯
●登録介護員
■就業場所
■賃
金
■仕事内容
■資
格

■時

間

デイサービスセンター東
時給840円〜960円
利用者への介護、送迎業務等
介護福祉士、介護職員初任者研修修了者等
※資格がなくても高齢者との関わりが好き
で意欲のある人
月曜日〜土曜日
８：30〜17：00（週３日程度）
※勤務時間・勤務日数等は相談してください

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。
期

12月

１月

２月

３月

日

会

7日(月)

笠懸

場

時

間

9:00〜15:00

10日(木)

東

10:00〜12:00

15日(火)

大間々

13:00〜15:00

25日(金)

笠懸

○
○

9:00〜15:00

12日(火)

東

13:00〜15:00

15日(金)

大間々

13:00〜15:00

25日(月)

笠懸

5日(金)

笠懸

○

9:00〜15:00
9:00〜15:00

10日(水)

東

10:00〜12:00

15日(月)

大間々

13:00〜15:00

25日(木)

笠懸

9:00〜15:00

５日(金)

笠懸

9:00〜15:00

10日(水)

東

10:00〜12:00

15日(月)

大間々

13:00〜15:00

25日(木)

笠懸

9:00〜15:00

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

○

要予約

左記の日程の13:00〜15:00になります

◆ 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 東支所)

みどり市社会福祉協議会

■ 〒379−2313 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58号）は令和３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。
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