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７月は犯罪や非行防止と更生への理解を深める “ 社会を明るくする運動”の強化月間です。

学童クラブがスタートしました

笠懸小学童クラブ

笠懸西小学童クラブ

令和４年４月に開校した笠懸西小学校内に
「笠懸西小学童クラブ」が開所しました。それに
伴い、笠懸小学校区域にあった親老児童館も名
称が変わり、「笠懸小学童クラブ」として新たに
スタートしました。子どもたちは毎日おともだ
ちと楽しく過ごしています。

※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。　＊本紙は市民のみなさんからお預かりした会費により発行しています。
※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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令和４年度 事業計画
■ 基本方針

■ 重点事項

新型コロナの感染拡大により、失業などで収入が減少した困窮世帯が増加し、国民の生活
に大きな影響を与えています。そのような状況の中でも、生活困窮者への支援策、感染症や
災害においても事業を継続していく事業継続計画（BCP）の策定、ボランティア調整など重
要な役割を担う災害ボランティアセンターの設置運営など日頃から準備を進めていきます。

以上の他、本会では国連が推し進める SDGs の「誰一人取り残さない」の視点も取り入
れながら、多岐にわたる事業を実施して参ります。

■ 法人運営
・理事会や評議員会等により、円滑な事業実施及び予算執行に努める。
・組織全体として災害に備えるため、事業継続計画の策定を進める。
・社協だより等で社協の取り組み及び福祉情報を分かりやすく伝え、会員増加につなげる。

■ 地域福祉事業
・第３期地域福祉活動計画に沿って各種福祉活動を展開していく。
・日常生活自立支援事業で基幹化による利用者へのサービス向上に努める。

■ ボランティア育成支援事業
・災害ボランティアセンター設置・運営に関する行政との協定を締結し、かつ、学校及び自主防災組織と
  連携強化に努める。
・円滑な支援活動をコーディネートするため、災害ボランティア設置運営訓練を実施する。

■ 在宅福祉事業
・在宅福祉部門と地域包括支援センターが連携し、円滑なサービス提供に努める。
・コロナ禍での事業実施方法及び事業周知方法を再検討していく。

■ 高齢者福祉事業
・ワンストップで相談対応できるよう関係機関との連携強化に努める。
・新たな地域課題に対応するため、各圏域の協議体と情報共有を図りながら解決に努める。

■ 障がい者福祉事業
・感染予防を最優先しながら、事業の実施、利用者支援及びサービス提供に努める。

■ 児童福祉・福祉教育事業
・事故等が無いよう児童を見守りながら丁寧に対応し、円滑な学童保育所の運営に努める。

■ 母子父子寡婦福祉事業
・コロナ禍でも実施できる事業や福祉制度を学ぶ機会を増やし、母子父子福祉を推進する。

■ 援護事業
・緊急的な支援を要する世帯に、関係機関と連携し可能な限り対応する。

■ 福祉資金貸付事業
・貸付利用者の生活状況の把握、必要な情報提供及び支援策の提示を行っていく。

■ 共同募金事業
・地域の福祉ニーズに対応し、実情にあった事業を展開するため配分金を有効活用する。

■ 居宅介護等事業
・介護事業所の統合初年度のため、業務の効率化及び質の高いサービス提供に努める。
・関係機関と連携し、感染防止対策を徹底した上でサービスを提供していく。

■ 施設管理運営
・感染防止対策を徹底し、安全なサービス提供に努める。
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会費収入 7,568（1.0%）

寄付金収入
627（0.1%）

経常経費補助金収入
128,485（17.5%）

貸付事業収入 100（0.1%）
事業収入 2,684（0.4%）

負担金収入 45,523（6.2%）

介護保険事業収入
84,109
（11.4%）

介護保険事業収入
84,109
（11.4%）

障害福祉サービス等
事業収入

4,568（0.6%）

受取利息配当金収入
43（0.1%）

その他の収入
3,239（0.4%）

積立資金取崩収入
52,280（7.0%）

拠点区分間繰入金収入
4,661（0.6%）

サービス区分間
繰入金収入

93,461（12.7%）

その他の活動による収入
7,606（1.0%）

前期末支払資金残高
36,571（5.0%）

収 入
735,163

受託金収入
263,638（35.9%）

令和４年度  資金収支予算
■ 収支予算

収　入
収入の部 単位：千円

支出の部 単位：千円支　出

単位（千円）
勘定科目 金　額

1 会費収入 7,568
2 寄付金収入 627
3 経常経費補助金収入 128,485
4 受託金収入 263,638
5 貸付事業収入 100
6 事業収入 2,684
7 負担金収入 45,523
8 介護保険事業収入 84,109
9 障害福祉サービス等事業収入 4,568
10 受取利息配当金収入 43
11 その他の収入 3,239
12 積立資金取崩収入 52,280
13 拠点区分間繰入金収入 4,661
14 サービス区分間繰入金収入 93,461
15 その他の活動による収入 7,606
16 前期末支払資金残高 36,571

合　計 735,163

単位（千円）
勘定科目 金　額

1 人件費支出 404,862
2 事業費支出 91,627
3 事務費支出 38,279
4 貸付事業等支出 200
5 共同募金配分金事業費 4,329
6 助成金支出 8,738
7 支払利息支出 160
8 固定資産取得支出 160
9 ファイナンス・リース債務の返済支出 1,948
10 積立資産支出 67,953
11 拠点区分間繰入金支出 4,661
12 サービス区分間繰入金支出 93,461
13 その他の活動による支出 11,521
14 予備費支出 7,264

合　計 735,163

サービス区分間
繰入金支出

93,461（12.7%）

サービス区分間
繰入金支出

93,461（12.7%）

支 出
735,163 人件費支出

404,862（55.0%）

事業費支出
91,627（12.4%）

予備費支出 7,264（1.0%）予備費支出 7,264（1.0%）

その他の活動による支出
11,521（1.5%）
その他の活動による支出
11,521（1.5%）

事務費支出
38,279（5.2%）

貸付事業等支出
200（0.1%）

貸付事業等支出
200（0.1%）

共同募金配分金事業費
4,329（0.6%）

共同募金配分金事業費
4,329（0.6%）

助成金支出
8,738（1.2%）
助成金支出

8,738（1.2%）

支払利息支出
160（0.1%）
支払利息支出
160（0.1%）

固定資産取得支出
160（0.1%）

固定資産取得支出
160（0.1%）

ファイナンス・リース
債務の返済支出
1,948（0.3%）

ファイナンス・リース
債務の返済支出
1,948（0.3%）

積立資産支出
67,953（9.2%）
積立資産支出
67,953（9.2%）

拠点区分間繰入金支出
4,661（0.6%）

拠点区分間繰入金支出
4,661（0.6%）
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令和３年度  事業報告・収支決算

■ 令和３年度　収支決算
収 入 単位：円 支 出 単位：円

総 額
570,894,183

経常経費補助金収入
123,012,576
（21.5%）

寄付金収入 403,237（0.1%）
会費収入 7,568,500（1.3%）

受託金収入
219,876,887（38.5%）

貸付事業収入 15,000（0.1%）

負担金収入
35,639,900（6.2%）

介護保険事業収入
88,569,855
（15.5%）

事業収入 1,263,324（0.2%）

障害福祉サービス等
事業収入

6,648,180（1.2%）

受取利息配当金収入
8,748（0.1%）

積立資金取崩収入
24,491,312（4.3%）
その他の収入

5,306,740（0.9%）

前期末支払資金残高 34,801,684（6.1%） 福祉施設運営事業拠点
17,441,060（3.2%）

学童クラブ事業拠点
73,107,471
（13.8%）

障害者福祉サービス
事業拠点

62,570,644（11.8%）

介護サービス
事業拠点

81,809,757（15.4%）

高齢者福祉施設事業拠点
30,167,894（5.7%）

福祉基金拠点 6,503（0.1%）

総 額
530,874,989

法人運営事業拠点
265,771,660
（50.0%）

その他の活動による収入
23,288,240（4.0%）

■ 令和３年度　事業報告
【法人運営事業拠点】
 法人運営 
理事会・評議員会等の適宜開催
会員制度の充実強化
社協広報紙・ホームページによる情報発信
非常時に備えた事業継続計画策定に向けた研究

など

 地域福祉事業 
日常生活自立支援事業
地域福祉活動推進事業
心配ごと相談事業
入れ歯リサイクル事業
貸出事業（市民活動用具・福祉体験用具）
各種福祉団体への活動支援　　など

 ボランティア育成支援事業 
善意銀行
ボランティアセンター
災害ボランティアセンター
ボランティア養成講座　　など

 在宅福祉事業 
安心支援事業
在宅高齢者支援機関運営事業
配食サービス事業
訪問理容サービス事業
福祉車両貸出事業
日常生活用具貸出事業
家族介護者交流事業（リフレッシュサロン）

 高齢者福祉事業 
地域包括支援センター事業
生活支援体制整備事業
介護予防普及啓発事業
敬老旅行事業
敬老行事地区事業
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
ひとり暮らし高齢者交流事業
高齢者の健康増進・介護予防活動

 障がい者福祉事業 
障害者意思疎通支援事業
障害者意思疎通支援奉仕員養成講座
心身障害者療育訓練事業
視覚障がい者等録音テープ貸出事業

 母子寡婦福祉事業 
若年ひとり親家庭の組織化活動支援
若年ひとり親家庭の集いの実施

 援護事業 
生活困窮者自立支援事業
法外援護費支給事業
行路人貸付事業
交通遺児就学援助金給付事業
戦没者遺族援護事業

 福祉資金貸付事業 
小口生活資金貸付事業
生活福祉資金貸付事業

 共同募金事業 
赤い羽根一般募金配分事業
地域歳末たすけあい募金配分事業

【学童クラブ事業拠点】
 施設管理・児童福祉事業 
親老児童館
笠懸東学童クラブ
児童健全育成活動
子育てサロン
学童・生徒の福祉教育活動推進事業

【高齢者福祉施設事業拠点】
 施設管理運営事業 
老人福祉センター
高齢者生活福祉センター

【介護サービス事業拠点】
 居宅介護等事業 
居宅介護支援事業
要介護認定調査業務
訪問介護事業
通所介護事業
総合事業　　など

 障害者居宅事業 
居宅介護事業

【福祉基金拠点】
 福祉基金事業 

【障害者福祉サービス事業拠点】
 施設管理・障がい者福祉事業 
障害者福祉センター
　①地域活動支援センター
　②障がい者デイサービスセンター
　③相談支援事業所
つばさまつり
福祉パレードへの協力
障がい者喫茶「ぺちゃくちゃ」の運営支援

【福祉施設運営事業拠点】
 施設管理運営事業 
厚生会館　　　老人憩の家（笠懸・大間々）

※新型コロナウイルスの影響により中止となった事業も掲載しています。
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このページでは、社協の各部署で行っている事業や取り組みについてお伝えします。

令和４年４月から、本会の新たな部署として

在宅福祉センターを新設しました

●  各部署の事業や取り組みの紹介  ●

在宅福祉センター（本所）	76 ｰ 1717

地域包括支援センター
笠　懸	 47 ｰ 7551
大間々	 47 ｰ 7552
　東　	 47 ｰ 7553

地域包括支援センター
〜高齢者の総合相談窓口〜 福祉車両貸出事業

日常生活用具貸出事業
〜福祉車両・ベッド・車椅子の貸出〜

在宅高齢者支援機関
〜独居高齢者等訪問〜

みどり市
安心支援事業

〜有償ボランティア活動〜

生活支援体制整備事業
寝たきり高齢者

理容サービス事業

介護予防普及啓発事業
〜介護予防教室〜 高齢者の生きがいと

健康づくり推進事業
〜茶話会・各種軽スポーツ等〜

ひとり暮らし高齢者等
配食サービス事業

家族介護者交流事業
〜リフレッシュサロン〜

思いやり駐車場利用証制度
〜申請受付・発行〜

在宅福祉センターでは、様々な事業をしています。在宅福祉センターでは、様々な事業をしています。

次号から各事業の紹介をしていきます。次号から各事業の紹介をしていきます。

気軽に気軽に

お立ち寄りくださいお立ち寄りください✿✿

在宅生活の中で困りごとなどありませんか？
在宅生活の中で困りごとなどありませんか？

　　　　何でも気軽に、相談ください
　　　　何でも気軽に、相談ください

☆☆ ☆☆
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生活福祉資金特例貸付 期間延長のお知らせ
新型コロナの影響により、収入減少があった世帯に対する特例貸付の受付期間を延長します。

■申請期限　令和４年８月末

区　　分 緊急小口資金 総合支援資金

貸付上限額 20 万円以内
二人世帯以上：月額 20 万円以内×３か月以内
単 身 世 帯：月額 15 万円以内×３か月以内

貸付金交付 申請受付から１週間程度 申請受付から１か月程度

措置期間 令和５年 12 月末まで 令和５年 12 月末まで

償還期間 ２年以内（24 回以内） 10 年以内（120 回以内）

利　　子 無利子 無利子

※緊急小口資金を優先的に利用していただきますので、まずは緊急小口資金の利用を検討ください。
　詳細については社協まで問い合わせください。　　■社協 本所 76−4111

ランドセルを差し上げますランドセルを差し上げます
令和５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年生のお子さん

がいる世帯へ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　市内在住で、令和５年４月に市内の小学校へ入学する新１年生のお子さんのいる以下のいず

れかに該当する世帯。
①ひとり親家庭（母子、父子家庭または準母子、準父子家庭）
②生活にお困りの世帯（住民税非課税世帯）
※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させていただきます。

■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４年８月31日（水）必着
■当 選 者　１人　　※応募多数の場合は抽選となります。
■譲渡方法　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、確認のため当選者の身分証及びお子
　さんが小学校に入学することのわかる証明を提示いただきます。

色　 … 紺
素材 … 牛皮　手造り　麻糸手縫い　　

計１つ

・ランドセルの保証等はありません。
・故障した時の交換等はできません。
・転売行為は禁止といたします。

※ランドセルは寄贈されたもので未使用です。

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。
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更生保護女性会  朝のあいさつ運動
更生保護女性会は犯罪や非行のない明るい社会の実現を目指す、全国的なボランティア団体です。市内に

も100人近くの会員がおり、社会を明るくする運動・薬物乱用防止教室等、犯罪非行防止活動や社会貢献活
動を行っています。

今回は、ここ２年程新型コロナの影響から中止となっていた地域で子どもを見守る活動の一つであるあい
さつ運動を、５月20日（金）笠懸南中学校で関係機関とともに実施しました。

久しぶりのあいさつ運動でもあり、生徒から元気いっぱいのあいさつもありましたが、１年生はこの日が
初めての中間テストということもあり、あいさつの中にも緊張感が見えました。

今後も毎月１回程度行っていく予定です。みなさんも更生保護女性会会員として社会貢献する活動を行い
ませんか。気軽に社協まで問い合わせください。

共同募金配分申請を受け付けます共同募金配分申請を受け付けます（令和５年度事業）（令和５年度事業）
共同募金会みどり市支会では、令和４年度の「赤い羽根共同募金」を財源として、以下の通り地域

配分の申請受付を行います。詳細については事務局まで問い合わせください。

受 付 期 間 ７月１日（金）〜７月29日（金）

配 分 対 象
①市内の子育て支援サービスを実施予定の認可保育園、認定こども園、学童保育所、
　こども食堂
②市内の障がい児・者への支援を目的とした事業を実施予定の地域活動支援センター

限 度 額 １施設１事業10万円以下

申 請 方 法 所定の申請書（データ提供可能）に必要書類を添えて事務局まで提出ください。

事 務 局 共同募金会みどり市支会　76−4111

●義援金を受け付けています●
現在、以下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、または群馬県共同募金会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>
・令和２年度７月熊本県南豪雨災害義援金　　令和４年９月30日まで
<お寄せいただいた義援金>
・令和４年３月福島県沖地震災害義援金（福島県）　
　　　　　　寄付者…みどり市災害ボランティアの会　　金額…69,200円
・令和４年３月福島県沖地震災害義援金（中央共同募金会）
　　　　　　寄付者…みどり市厚生会館募金箱　　金額…4,964円

共同募金会みどり市支会からのお知らせ

（7）社協だより　第63号



手話講習会入門編が開講
新型コロナの影響から中止となっていた手話

講習会入門編が６月１日（水）に開講しました。
みどり市ろう者協会等の協力のもと、13人の受
講者が10月26日までの毎週水曜日、目に見える
コミュニケーションとして単語やフレーズ、ろ
う者の文化について学んでいきます。

手話を覚えることは大変ですが、仲間と切磋
琢磨し楽しみながら約５か月間頑張っていきま
しょう。

グラウンドゴルフ大会で
臨時の喫茶営業

〜喫茶ぺちゃくちゃ〜

６月11日（土）にあすかホールグラウンドゴルフ場
にて笠懸町第３区のグラウンドゴルフ大会がありまし
た。喫茶ぺちゃくちゃはコロナ禍で休業が続いていま
すが、同区より事前に飲み物提供の申し入れをいただ
きコーヒーと紅茶を提供することになりました。地域
活動支援センターの利用者と一緒に提供する中で、改
めて地域とのつながりの大切さや人と関わる温かさを
実感しました。

笠懸公民館での営業が再開しましたら、みなさんの
ご来店をお待ちしております。

市老連大会で仲間とスポーツを満喫
老人クラブ連合会主催の健康づくりと介護予防を目的とした第17回グラウンドゴルフ大会（６月１日（水）

あすかホールグラウンドゴルフ場で120人の参加）、第17回スマイルボウリング大会（６月22日（水）東社
会体育館で９チーム63人の参加）が行われました。

各地区老連の予選で勝ち上がった選手が出場し、感染防止対策を講じてプレーしました。年代にかかわら
ず気軽に楽しめるスポーツはコロナ禍でも健康と笑顔の源になっています。

グラウンドゴルフでは団体の部で大間々地区、個人の部では黒沢幸次さんが、スマイルボウリングでは笠
懸２区チームが見事優勝しました。

あ話題 れこれ
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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 − 4054　◆東支所 97 − 2828

○寄付金品の払い出しの報告○
　寄付いただいた物品は、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。

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入れてくださるよ
うご協力をお願いいたします。

エコキャップは
現在 13,030,760 個 です

8,910人分の
ポリオワクチンになります！！

プルトップは
現在 950.2㎏ です

あと649.8㎏で
車いす１台と交換されます

善意銀行への寄付は各支所でも受け付けています。　◆大間々支所 72 − 4054　◆東支所 97 − 2828

金銭の部
・笠懸ライオンズクラブ 50,000円
・笠懸町第8区福祉部 3,183円
・庄屋久平稲荷の浄財 6,542円

・大間々グランドゴルフ協会 18,800円
・さざんかの会 403,026円

その他物品
・浅見勇 タオル49本
・冨場由美子 ニットスヌード1点、レジャーシート2枚、ノート2冊、パスケース2枚、
 ストッキング2足、ヘアーバンド1点、カートリッジ1点、洋服2点
・赤石磨美 尿取りパッド3袋
・横山みゆき 新ポリグリップ3箱
・匿名 タオル、布団等多数
・匿名 タオル約100本
・匿名 大人用おむつ他5袋、タオル29枚

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
・阿左美久子
・阿左美美枝子
・東菊治
・阿部和子
・新井きみ子
・新井モト子
・石川みどり
・磯村良子・梓
・伊藤辰二
・稲村初江
・井野口えい子
・井野口宙・遥・爽
・今泉凱登
・今泉茂子
・植木誠
・江森堅治
・遠藤美恵子
・大倉心暖・実心
・大橋寿之
・大宅康平
・大塚武男
・小黒淳子
・小野美和
・柏谷繁貴
・金山鶴洙
・金子奄子
・金子竹雄
・金子隼士・桜々
・川上まゆか・ゆりな

・川﨑元子
・川端隆斗
・北爪貞夫
・木村喜代子
・小林澄江
・小林八重子
・小松菊枝
・佐藤節子
・佐藤弥菜
・品川多恵子・久夫
・下山久美子
・新保敏子
・須藤和弘
・須藤成音
・千本木勝子　他1名
・髙草木芳隆
・武井礼・遥
・田嶋登
・千葉麗子
・塚越春江
・直公乃
・冨場由美子
・友永敦子
・長澤ナツ子
・中村貴充
・長谷川雅之
・藤生久恵
・星野カツ江
・星野たま子

・星野美代子
・堀内彩佳
・松井洋子
・丸山ひで子
・宮正江
・籾山高大
・森田美来
・山中富夫
・横山みゆき
・渡邉那智・甲斐
・匿名 29名
・大間々4区婦人会
・大間々7区生涯学習
・大間々9区婦人会
・大間々10区福祉部
・大間々13区延寿の会
・大間々16区第2寿会
・大間々16区第3寿会
・大間々中学校
・大間々保育園
・笠懸北小学校
・笠懸町婦人会
・笠懸ライオンズクラブ
・笠懸9区紅葉会
・笠懸9区グラウンドゴルフ部
・㈱大間々ゴルフクラブ
・㈱下井田製作所
・㈱泰和興業
・カレーうどんの山本屋

・桐生大学附属幼稚園
・ガールスカウト群馬県13団
・健康体操部
・さくら草の会
・さわやかクラブ
・しのはら整骨院
・社会福祉法人あざ美会エコー
・シルバー人材センター東支所
・手話愛好会
・旬菜食酒味彩
・シルバー気功太極拳
・勢多郡東村土地改良区
・日望会労働組合
・華美月
・ヘアーガーデンハナイロ
・ボートレース桐生警備員一同
・みどり市商工会
・みどり市母子寡婦会
・みどり市立東中学校
・みどり地区更生保護女性会
　　　笠懸支部
・みどり地区更生保護女性会
　　　大間々支部
・美幸会
・明治安田生命新桐生営業所
・焼きとん家炭香
・わんにゃんクラブ

※現在、エコ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。

善意銀行からのお知らせ善意銀行からのお知らせ
■善意銀行とは…

みなさんの善意の寄付(お金や物品)をお預かりし、その善意をさまざまな福祉の分野で役立てようとするものです。
個人・団体・法人からの寄付を受け付けています。　※日用品などの物品の預託については未使用品に限ります。

善意銀行への寄付ありがとうございます（令和４年２月１日〜令和４年５月31日）（敬称略）

善意銀行への寄付（預託）は、所得控除を受けることができます。
みなさんの善意をお待ちしています！

▲笠懸ライオンズクラブ様
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■ 〒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　https://md-shakyo.jp/
■ メールアドレス　base-office＠midori-shakyo.or.jp

◆ 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

　　  　　  弁護士無料相談弁護士無料相談
左記○○印の日程の13:00〜15:00になります

要予約

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。

○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

期　日 会　場 時　間 弁護士相談

７月

5日（火） 笠懸 9:00〜15:00 〇
11日（月） 東 10:00〜12:00
15日（金） 大間々 13:00〜15:00
25日（月） 笠懸 9:00〜15:00

８月

5日（金） 笠懸 9:00〜15:00 〇
10日（水） 東 10:00〜12:00
17日（水） 大間々 13:00〜15:00
25日（木） 笠懸 9:00〜15:00

９月

5日（月） 笠懸 9:00〜15:00
12日（月） 東 10:00〜12:00
15日（木） 大間々 13:00〜15:00 〇
26日（月） 笠懸 9:00〜15:00

会場・問合せ先

　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。　

学童保育支援員（パート職員）募集学童保育支援員（パート職員）募集

次号（第64号）は令和４年９月発行予定です（年４回発行）

高校生・大学生災害ボランティア講座「災害が起きたらどうする！？」「災害が起きたらどうする！？」
　地域でもし災害が起きた時、どこが危険になるのか・どう行動するべきかを学びます。災害に関
する情報や体験を通して、もしもの事態を考え今後のボランティア活動に生かしていきませんか？
■対 象 者　桐生大学・大間々高校の在学生または市内在住の高校生（全３回受講できる人）
■募集人数　先着20人　　　■受 講 料　無料　　　■申込期間　７月５日（火）〜７月29日（金）
■申 込 先　みどり市社会福祉協議会 社協 本所 76−4111
■そ の 他　新型コロナの状況により内容が変更になる場合があります。

回 日時（予定）
全３回の連続講座です 学習内容 会場

１
８月９日（火）
10：00〜11：20

みどり市で災害が起きたらどうするのか
みどり市で災害が起きた場合、どうなるのか・どうしたらよいか等、みどり市
の危険個所も含めてみどり市危機管理課の講話で理解を深めよう！

厚生会館
（社協大間々支所）
大間々町桐原81−２

２
８月17日（水）
８：30〜16：00

災害を体験し、普段からの備えを学ぼう！
地震・火災・大雨等のいざという災害時、すぐに正しい行動ができるか「栃木
県防災館」で自然災害を疑似体験し、普段からの備え等を学ぼう！

栃木県防災館
詳細は後日連絡

３
８月24日（水）
９：30〜11：30

災害対応ゲームを通じて災害を身近に感じよう！
講座のふりかえりと、災害対応ゲームを通じて災害を身近に感じ、意見交換や
情報共有をしよう！

厚生会館
（社協大間々支所）
大間々町桐原81−２

■就業場所　みどり市笠懸東学童クラブ
■賃　　金　本会規程による
■仕事内容　学童保育業務
■資　　格　普通自動車免許
　　　　　　※保育士や放課後児童支援員認定資格、
　　　　　　　学校教諭免許等があれば尚可

■時　　間　月曜日〜金曜日
　　　　　　　13：30〜19：15
　　　　　　土曜日・長期休み保育
　　　　　　　８：00〜19：15の８時間
■休　　日　土曜日（月２〜３回）、日曜日、年末年始
■問合せ先　社協 本所 76ー4111
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