
手話体験教室

手話の魅力を伝える

２月８日（水）にみどり市ろう者協会等の協力のもと、
聞こえない人、聞こえにくい人のコミュニケーション手
段である手話を学ぶ教室を開講しました。16人の参加
者があいさつ等基本の手話をゲーム感覚で学びました。

ドラマでも話題の手話に身近に触れ、表現の楽しさ
や面白さといった手話の魅力を感じる体験教室となり
ました。
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地域歳末たすけあい募金実績報告 

みどり市社協会費 

助け合いの心（募金）は地域のつながりを絶やしません助け合いの心（募金）は地域のつながりを絶やしません

赤い羽根共同募金 地域歳末たすけあい募金
戸別募金 14,682世帯 4,398,960円 14,368世帯 2,888,024円

職域募金

市役所・教育委員会
（45か所）
社協（９か所）

47,837円

18,150円

市役所・教育委員会
（45か所）
社協（９か所）
障がい児・者福祉施設

（28か所）
児童福祉施設・団体

（19か所）

46,987円

15,556円
55,620円

45,025円

学校募金

笠懸小学校
笠懸小学校

（令和４年３月受付分）
笠懸東小学校
笠懸南中学校
大間々北小学校
大間々南小学校
大間々東小学校

20,270円
27,992円

24,770円
8,039円
7,126円
7,964円

10,371円

笠懸小学校
笠懸西小学校
笠懸東小学校
笠懸中学校
大間々中学校
大間々北小学校
大間々南小学校
大間々東小学校
あずま小中学校

10,453円
5,543円

19,077円
13,664円
5,246円
6,430円
9,844円
5,463円
2,707円

その他

みどり市民生委員
児童委員協議会
笠懸町第８区福祉部
匿名
募金箱（８か所）
ふるサポ

57,500円

24,131円
4,506円
7,429円
3,000円

街頭募金（２日間）
募金箱（７か所）

35,613円
3,147円

合　計 4,668,045円 3,168,399円

共同募金会みどり市支会では、10月から12月の共同募金月間に募金運動を実施して、市民のみ
なさんをはじめ大勢の人から善意の募金をお預かりしました。

ご協力いただきありがとうございました！！

令和４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
協力いただきました。ありがとうございました。

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に活用します。
今後とも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	 13世帯 26,000円
一般会費	 14,928世帯 7,464,500円
合　　計	 14,941世帯 7,490,500円

赤い羽根共同募金・地域歳末たすけあい募金 

今年度、地域歳末たすけあい募金では、新たな試みとしてさく
らもーるで街頭募金を実施しました。大間々高校インターアクト
部のみなさんに協力いただき、年末の実施にも関わらずたくさん
の善意が集まりました。心温まる善意、ありがとうございました。
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みなさんからお預かりした募金は、翌年度に市内の保育園、認定こども園、学童保育所、
地域活動支援センター、こども食堂、各町福祉部会長会、社協が実施する福祉事業へ活
用されるほか、県内の民間社会福祉施設が実施する福祉事業へ活用されます。

※地域歳末たすけあい運動実施の事務費（45,770円）として募金の一部を使わせていただきました。
※差額（267,143円）については、翌年度に社協が実施する各種福祉事業に配分されます。

令和４年度 社協会費・赤い羽根共同募金・

赤い羽根共同募金のつかいみち 

市内の児童福祉施設や障がい児・者福
祉施設で実施されたクリスマス会などの
歳末行事経費の一部を助成しました。

<児童福祉施設>
　対象者数：27か所 2,134人
　配 分 額：824,390円

<障がい児・者福祉施設>
　対象者数：31か所 718人
　配 分 額：432,895円

市内の70歳以上のひとり暮らしのお年寄りへ民生委員のみなさん
の協力により福祉の情報を盛り込んだ福祉カレンダーを贈りました。

また、85歳以上の人には
各区福祉部のみなさんの協力
により年末の見守りを兼ねて
おせち料理を贈りました。
<福祉カレンダー>
　対象世帯：1,739世帯
　配 分 額：174,504円
<おせち料理>
　対象世帯：345世帯
　配 分 額：1,033,400円

市内の母子・父子世帯を対象に実施した日帰り箱根小涌園ユネッ
サン旅行経費の一部を助成しました。

また、市内の児童扶養手当または特別児童扶養手当の受給世帯の
うち小学校６年生または中学校３年生を養育している世帯に子育て
支援品（図書カード）を贈りました。
<箱根小涌園ユネッサン旅行>
　対象者数：９世帯 23人
　配 分 額：125,591円

<子育て支援品贈呈>
　対象者数：48世帯 49人
　配 分 額：264,706円

このほかにもいろいろな事業に有効活用しています。

地域福祉活動推進事業
住民のみなさんが主体となって
活動する地域福祉活動

清掃活動（道路愛護）・防犯パトロール
敬老行事・介護予防サロン 等

心配ごと相談事業
あらゆる困りごとに応じる

一般・弁護士相談
相談者の社会生活の支援と

福祉の向上

福祉教育推進事業
小中学校主体で取り組む
福祉教育・体験活動

校内の環境美化活動（花の苗の購入・
清掃用具の購入）・あいさつ運動 等

福祉車両貸出事業
介護を要する高齢者や障がい者への
車いす対応自動車の貸し出し

在宅生活の支援と
社会参加の機会の提供

みどり市社協会費のつかいみち 

地域歳末たすけあい募金のつかいみち 

主な
活用例
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令和５年４月に

　大間々支所が移転します！！

大間々支所からのお知らせ

新たな場所で、
　　みなさんの来所をお待ちしています！

長い間、みどり市立厚生会館の指定管理業務を行ってまいり
ましたが、令和５年３月31日をもちまして本会による管理が終
了となります。管理運営を支えていただきました多くのみなさ
ん、利用者のみなさんに感謝申し上げます。

なお、４月以降も貸館は継続となりますので、引き続きよろしくお願いします。

※注 各ページに記載のある大間々支所の番号（TEL：72−4054  FAX：72−
4082）については、３月末までの連絡先となります。４月以降について
は連絡先の番号が変更となりますので、ご注意ください。

Twitter（社協公式SNS）のフォローお待ちしています。（ID：midori_shakyo）

住	所　	〒376－0101
　　　　	大間々町大間々1511
　　　　	（みどり市役所　大間々庁舎１階）

各部署連絡先
大間々支所	 …	調整中	…
在宅介護支援センターおおまま	 7 2 － 40 5 5
居宅介護支援事業所	 7 2 － 11 5 7
訪問介護ステーション	 3 0 － 70 7 0
地域包括支援センター（大間々）	4 7 － 75 5 2
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義援金を受け付けています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、社協ホームページまたは群馬県共同募金会ホームページを確認ください。

義援金の名称と受付期間
・令和４年８月からの大雨災害義援金
　　中央共同募金会、新潟県共同募金会、石川県共同募金会　　令和５年３月31日

ボランティア活動保険
ボランティア活動中のさまざまな事故によるケガや賠償責任等を補償します。

補償期間 令和５年４月１日〜令和６年３月31日
※途中加入の場合は、加入日の翌日から適用になります。

保 険 料
（１人あたり）

○基本プラン ……………………… 350円
○天災・地震補償プラン …… 500円
　地震・噴火・津波などによるケガ等も補償対象となります。

○特定感染症重点プラン …… 550円
　補償開始日から10日以内に発病した特定感染症も補償対象となります。

○ボランティア登録受付中！
個人・グループのボランティア登録を随時受け付けています。登録された人には活動につい

ての相談、活動先の紹介などをしています。どなたでも登録できます
ので、気軽に問い合わせください。

※ボランティア行事用保険について
１件ごとに110円の払込時手数料が加算されますのでご注意ください。

■ボランティア登録・各種保険加入受付窓口
社協　本所 76−4111　 大間々支所 72−4054※注　 東支所 97−2828
■問合せ先

社協ボランティアセンター 76−4111

３月１日から
加入手続き開始！！

令和５年度　ボランティア登録・保険更新手続き
　　〜さまざまなリスクに備えるために〜

ボランティアセンターからのお知らせボランティアセンターからのお知らせ

共同募金会みどり市支会からのお知らせ
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住民主体活動の紹介
住民主体活動（福祉部含む）を紹介していきます。情報お待ちしています。

笠懸４区 竹の子サロンⅡ
当日は楽器演奏（シンセサイザー、ハワイア

ンスチールギター）を聞いて癒された後、輪投
げを実施しました。

参加者からは「今年もサロンに通い、元気に過
ごしたい」「なじみの顔を見ることができて、ほっ
とした」との声が聞こえ、交流の場が限られる中
で、工夫を凝らして企画をしている区長さんをは
じめ、福祉部のみなさんに感謝していました。

笑い声もあり楽しい時間を過ごしていたよう
です。

笠懸５区 かたくりサロンⅡ
当日は、「オーバルボール」を実施しました。

区長さんの元気な挨拶で始まり、どこに転がっ
ていくのか分からない楕円形のボールに参加者
は翻弄されていました。最後にはどんでん返し
もあって、「久しぶりに笑った！」と喜ぶ姿や落
胆する姿も見られ、熱いチーム戦が繰り広げら
れていました。

笑顔で帰っていく参加者を主催である福祉部
のみなさんは嬉しそうに見送っていました。

２月８日　笠懸町第４区公民館にて

33 34

福祉体験用具を貸し出しています福祉体験用具を貸し出しています

■貸出用具　高齢者疑似体験用具(16セット)、アイマスク(99セット)、
　　　　　白杖(22本)、簡易点字器(80セット)、車椅子(15台)
　　　　　※社協のホームページに貸出用具一覧や申請書、報告書を掲載しています。
　　　　　　（PDF形式やExcel形式でダウンロードできます。）

■対　　象　市内の学校・市内で福祉教育や
　　　　　　地域福祉活動に取り組もうとする団体等

■貸出期間　１週間以内

■利 用 料　無料

福祉体験用具を使って、福祉に対する理解や関心を深めませんか。

問合せ先　社協　本所 76−4111　大間々支所 72−4054※注　東支所 97−2828

２月 14 日　笠懸町第５区公民館にて
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介護予防教室介護予防教室にに

参加参加してみませんかしてみませんか
社協では、介護予防普及啓発事業として「介護予防教室」を開催しています。令和５年度は「元
気に動いて体力づくり」をテーマに、運動を中心としたメニューを実施します。健康のためには
運動が必要な事はわかっていても、一人ではなかなか始めるのが難しい…という人、運動への第
一歩として参加してみませんか。そのほか、栄養・口腔・認知症予防などの講話に、季節に合わ
せた行事などを予定しています。地域の人と有意義な時間を共有できる介護予防教室にぜひお越
しください。

開催日・場所は毎月みどり市広報に掲載しています。
新型コロナにより開催中止・変更の場合もあります。

開催するのか中止なのかわからない…
そんな時は、気軽に社協まで問い合わせください。

■問合せ先
　社協　本所 76−1717　 大間々支所 72−4054※注　 東支所 97−3737

市内在住で概ね65歳以上の人なら誰でも参加できます。
ひとり暮らしで話す機会が少ない人、
老人クラブ会員・非会員、
初めての人、男性参加も 大歓迎！大歓迎！

予約不要
です

日常生活自立支援事業日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）（福祉サービス利用援助事業）

日常生活自立支援事業とは？
高齢者や障がいをお持ちで自分一人で契約等の判断をすることが不安な人、お金の管理に困っ

ている人の日常的な金銭管理をお手伝いします。

どんなことをするの？
●毎月必要な生活費等を本人の代理で金融機関から払い戻し本人に届けます。
●家賃、公共料金、税金、医療費等を代理で支払います。
●年金や福祉手当等の必要な事務手続きをお手伝いします。

ご家族・ケアマネジャー・相談支援専門員等のみなさんからのご相
談をお待ちしています。詳しくは社協まで問い合わせください。

社協本所 76 − 4111

【運動効果の豆知識】
・筋肉が付く（転倒予防）　　・生活習慣病の予防
・骨が丈夫になる　　　　　　・免疫力のアップ
・脳を活性化（認知症予防）
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災害ボランティア養成講座
１月21日（土）に一般社団法人ピースボート災害支援センターの遠藤様を講師としてお招きし、災害ボラン

ティア養成講座を実施しました。この講座では、防災シミュレーションゲーム「クロスロード」を使用して災
害時のさまざまな想定における行動を考え、情報を共有し、災害ボランティアの役割等について学びました。

近年では、全国各地でさまざまな災害が発生していますが、被災者支援や復興支援において災害ボランテ
ィアの活動が重要な役割を果たしています。市内での有事の際には、受講生にぜひ災害ボランティアの一員
として関わっていただきたいです。

レクリエーション講座	
みどり市福祉部連絡会では、地域の人との交流

の場を活性化するため、２月２日（木）に笠懸公民
館で研修会を行いました。群馬県レクリエーション
協会の田中智恵子様を講師にお招きし、「楽しいは
元気をつくる」と題して、サロンで役立つ体操や脳
トレゲームを分かりやすく学ぶことができました。

福祉部は、市内の住民福祉活動の協働促進、地
域福祉活動の活性化を図ることを目的とした住民
団体です。みんなが安心して暮らせるように、見
守り合える地域づくりを目指していきましょう。

令和４年度	朗読奉仕員養成講座	
２月13日（月）から朗読

奉仕員養成講座を開講しま
した。この講座は目の不自
由な人に広報紙等に記載さ
れている地域の情報を、耳
から得られるように声で伝
える知識や技術を有する奉

仕員を養成することを目的にしています。今年は
以前も講師としてお世話になった奥泉眞智子様を
お招きしています。３月13日（月）までの全５回
の講座となり、受講生は講師から様々な手法を学
びながら楽しく勉強しています。

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

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があります。
　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い。ご協力をお願いいたします。

エコキャップは
現在 13,751,440個 です

9,077人分の
ポリオワクチンになります！！

プルトップは
現在 1,182.2㎏ です

あと417.8㎏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 ※注　◆東支所 97 − 2828

その他物品
・かさかけの里　紙オムツ７箱
・萩原栄子　　　下着10点、尿取りパッド１袋、タオル100枚、

パジャマ３点
・冨場由美子　　ブランケット10点、傘２点、カードケース１点、

スリッパ１点、なわとび１点、靴下１点、食器
６点、ファイル１点、トラベルセット２点、収
納BOX２点

・第一生命労働組合 太田営業職支部　　タオル409本
・近藤富士子　　タオル52本、靴下６足、下着（パンツ）１着

・匿名　　　　紙オムツ５袋
・匿名　　　　紙オムツ６箱
・匿名　　　　食器類５点、タオル20点、メモ用紙２点、エコバ

ック１点、下着(女性用上）１点、靴中敷２点、
ポリ袋１点、はんかち13点、ストッキング９点、
カレンダー１点、バックハンガーチャーム１点

・匿名　　　　下着（男性用下）２点、カイロ31点、タオル20点

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
・阿部和子
・新井きみ子
・新井邦雄
・新井モト子
・飯塚史子・蒼空・蒼輔
・伊藤辰二
・稲村初江
・井野口宙・遥・爽
・今泉博
・岩﨑信夫
・大塚武男
・大宅康平
・萩原栄子
・小倉和子
・小黒淳子
・金子奄子
・金山鶴洙
・金子伸也
・鏑木純子
・鏑木保輝
・川﨑元子
・木村喜代子
・栗田紀子
・斉藤かれん
・齋藤学
・齋藤守男

・佐藤弥菜
・志田貴志生
・下山
・白井信之・しづ江
・鈴木崇浩
・鈴木寛子
・須藤成音
・関口精一
・関久美子
・髙草木芳隆
・髙橋知代
・高山みどり
・滝沢心彩
・千葉麗子
・塚越春江
・冨場由美子
・友永敦子
・長澤ナツ子
・中村米子
・中山由紀子・友花・喜望
・星野カツ江
・増田恵子
・松井陽茉莉
・松井洋子
・丸山ひで子
・丸山芳徳

・丸山瑞貴・翔平
・森田紗楽
・森田美来
・山中富夫
・横山みゆき
・㈱大間々ゴルフクラブ
・大間々７区生涯学習
・大間々７区婦人会
・大間々北小学校
・大間々南小学校
・大間々９区女性部
・大間々７区寿会女性部
・大間々保育園 年長ひまわり組
・大間々４区婦人会
・小内牧場
・笠懸いずみ第２こども園
・笠懸９区グランドゴルフ部
・笠懸小学校
・笠懸図書館
・㈱海商水産
・カレーうどんの山本屋
・Kiitos
・桐生大学附属幼稚園
・桐生ラフターヨガクラブ
・グループホームクララ笠懸
・㈱グッドアイ

・健康体操部
・さわやかクラブ
・社会福祉法人あざ美会エコー
・障害者デイサービス
　　クラシック
・手話愛好会
・旬菜食酒味彩
・シルバー気功太極拳
・生命の貯蓄体操みどり準支部
・日望会グループ労組
・ボートレース桐生
・ボートレース桐生警備員一同
・みどり環境サービス㈱
・みどり市役所 社会福祉課
・みどり、ひたちなか
　　市民交流の会
・明治安田生命
　　太田支社新桐生営業所
・㈲銅林工業所
・優hi那
・レクダンス さくら草
・匿名多数

※現在、エコキャップ選別ボランティアは新型コロナ感染拡大防止のため休止
しています。

善意銀行のご案内善意銀行のご案内

金銭の部
・西地区ゴルフ愛好会 27,594円
・笠懸ゴルフクラブ 100,000円
・ボートレース桐生 286,149円

▲第一生命労働組合 太田営業職支部様 ▲ボートレース桐生様 ▲笠懸小学校様

■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11月12日〜令和５年１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！
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	在宅高齢者支援機関（嘱託職員）	
■就業場所　東支所（東町花輪114−３）
■仕事内容　高齢者の実態把握、相談業務、
　　　　　　介護予防教室業務　等
■資　　格　社会福祉士、介護福祉士、
　　　　　　介護支援専門員、保健師及び看護師
■時　　間　月曜日〜金曜日
　　　　　　８：30〜17：30
■賃　　金　月給制（本会規程による）

	保健師・看護師（嘱託職員）	
■就業場所　地域包括支援センター笠懸
　　　　　　（笠懸町鹿250）
■仕事内容　高齢者総合相談、
　　　　　　地域住民福祉活動支援業務
■資　　格　保健師及び看護師
■時　　間　月曜日〜金曜日
　　　　　　８：30〜17：30
■賃　　金　月給制（本会規程による）

	学童保育支援員（臨時職員）	
■就業場所　第１笠懸東学童クラブ 又は
　　　　　　（笠懸町阿左美1010）
　　　　　　第２笠懸東学童クラブ
　　　　　　（笠懸町阿左美804−16）
■仕事内容　学童クラブにおける児童の支援業務
■資　　格　保育士、幼稚園・学校教員免許等、
　　　　　　放課後児童支援員認定資格
■時　　間　月曜日〜土曜日
　　　　　　13：30〜19：15、土曜日は８時間
　　　　　　（土曜日は月２回程度）
　　　　　　小学校春・夏・冬休み期間
　　　　　　７：30〜19：15の間の８時間
■賃　　金　時給制（本会規程による）

	訪問介護員（登録ヘルパー職員）	
■就業場所　訪問介護ステーション
　　　　　　（大間々町大間々1511  大間々庁舎内）
■仕事内容　訪問介護業務全般、身体介護（食事介

助・入浴介助等）、生活援助（買い物・
調理・清掃等）

■資　　格　介護福祉士、
　　　　　　介護職員初任者研修修了者等
■時　　間　８：30〜17：00（週３日程度）
　　　　　　※勤務時間、勤務日数は要相談
■賃　　金　時給制（本会規程による）

　　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
相談ください。

■ 〒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

◆みどり市社協だよりについての感想・問い合わせは	…

次号（第67号）は令和５年７月発行予定です

社会福祉法人

みどり市社会福祉協議会

期　日 会　場 時　間 弁護士相談

４月

5日(水) 笠　懸 9:00〜15:00 ○
10日(月) 東 10:00〜12:00
17日(月) 大間々 13:00〜15:00
25日(火) 笠　懸 9:00〜15:00

５月

8日(月) 笠　懸 9:00〜15:00
10日(水) 東 13:00〜15:00 ○
15日(月) 大間々 13:00〜15:00
25日(木) 笠　懸 9:00〜15:00

６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 ○
26日(月) 笠　懸 9:00〜15:00

７月

5日(水) 笠　懸 9:00〜15:00 ○
10日(月) 東 10:00〜12:00
18日(火) 大間々 13:00〜15:00
25日(火) 笠　懸 9:00〜15:00

会場・問合せ先

○笠　懸	(みどり市社会福祉協議会	本所)
笠懸町鹿250番地（笠懸老人憩の家）
TEL：（0277）76−4111　FAX：（0277）76−2828

○大間々
※大間々支所移転に伴い会場調整中
TEL：（0277）72−4054※注　FAX：（0277）72−4082※注

○　東　	(みどり市社会福祉協議会	東支所)
東町花輪114番地3（高齢者生活福祉センター）
TEL：（0277）97−2828　FAX：（0277）97−3738

〜福利厚生、業務サポート体制が充実しています〜職員募集職員募集

■問合せ先　社協本所（笠懸町鹿250）
　　　　　　総務企画課 76−4111
　　　　　　（土日祝日除く8：30〜17：30）

受け付けを締め切っている場合がありますので、
求人の詳細につきましては社協まで問い合わせください。

社協だより　第66号（10）


