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榛東村社会福祉協議会広報紙



　村内在住の一人暮らし高齢者を対象に、地域
社会での交流を深めることにより孤独感を解
消し、また、心身の健康保持及び機能低下の防
止を図り、明るく生き甲斐のある毎日を過ごせ
るようにすることを目的として、１０月５、６日一
人暮らし高齢者保養事業を実施しました。

　今回は、長野県の上諏訪温泉を訪れ、ホテル
から見える湖畔の景色に会話も弾みゆっくりと
過ごしていただきました。
　二日目には、「高島城」と「諏訪大社」を見学
し、大王わさび農場で昼食と買い物を楽しんで
いただきました。「今年も参加できて良かった」
「年に一度の楽しみだよ」と参加者同士の会話
も聞こえてきました。

　式典では、白寿、米寿、喜寿、ダイヤモンド婚、金婚の
褒賞と感謝状の贈呈を行い、米寿を迎えられた森田育
利様に受賞者代表謝辞を述べていただきました。催し
物では、立川朝志師匠の落語公演が行われ、来場者の
皆さんも師匠の話に引き込まれ楽しい時間を過ごされ
ました。第二部では、北小学校吹奏楽部による記念演奏
で、堂々と心に響く演奏を披露し曲に合わせて口ずさ
む方や手拍子をする方もおりました。

平成２9年度で７０歳以上の方

　　　　　　　９９歳（白寿）
　　　　　　　８８歳（米寿）
　　　　　　　７７歳（喜寿）
ダイヤモンド婚（結婚６０周年）
金　婚（結婚５０周年）

２，578名
（男性1，125名　女性１，453名）

　　　５名
８３名
１４８名
１１組
1２組

祝敬老会
村と社会福祉協議会共催で
７０歳以上の方を招待し、
9月９日「敬老会」を
開催しました。

平成29年度

一人暮らし高齢者保養事業一人暮らし高齢者保養事業

　遺族３５名の方が参加され靖國神社におい
てそれぞれ思い思いに参拝していただきまし
た。その後、戦中、戦後の国民生活資料を収
集・展示する「昭和館」を見学し、様 な々労苦
が伝わり参加者の方も当時の様子を振り返る
時間にもなったようです。

　１１月２日、榛東村遺族会と社会福祉協議会
の共催で村内在住の戦没者遺族の方を対象
に遺族の減少や高齢化、また、戦争で犠牲に
なられた方々の記憶も風化しつつあるなか、靖
國神社を参拝したことがない遺族も多く、英霊
のこころや事蹟を知り遺族として後世にわたり
英霊の顕彰を行うことを目的に「靖国神社参
拝事業」 を実施しました。

靖國神社参拝事業 ～戦後七十二年～

　催し物では、ハーモニカクラブの方々が演
歌や唱歌など利用者の方が口づさめる曲を
多数披露してくださり優しい音色に包まれ 
た時間でした。
　また、曲に合わせ踊りの演出もあり、会場
はさらに盛り上がりました。
　楽しい時間はあっという間に過ぎてしま
いしたが「また来年も…」とみなさんの元気 
な笑顔で締めくくられました 。

　デイサービスセンターでは１２月２日に恒
例の忘年会を開催しました。
　利用者による乾杯の発声とともに賑やか
にスタートし、お楽しみの食事は、具沢山の
煮込みうどんが用意され、その他にも唐揚げ
やポテトなどが並び利用者同士の会話も弾
んでいました。

デイサービスセンターデイサービスセンターデイサービスセンター
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　１１月２０日、県内の社会福祉関係者が一堂に会し、社会
福祉の発展に功績等あった方々に感謝と敬意を表し、社会
福祉の一層の充実を図ることを目的とした群馬県社会福
祉大会が昌賢学園まえばしホールにて開催され、福祉ボラ
ンティア顕彰学校の部において、積極的に福祉教育を実施
し、長年にわたり地域に根ざした福祉活動を行っている榛
東村中学校区３校（榛東中学校、北小学校、南小学校）が受
賞されました。

　南北小学校及び中学校では、様々な講師をお呼びし、講話や
体験、交流を通して福祉について理解関心を深め、自分たちに
できること、共に生きることについて考える福祉教育を実施し
ています。

　また、３校を代表して北小学校の児童たち
が活動状況発表を行いました。敬老はがき励
まし事業や昔遊び、盲導犬ふれあい教室や手
話教室等について、一人ひとりが堂々たる姿
でとても素晴らしい発表でした。

北小学校

南小学校 中学校

講師 ＤＥＴ群馬 事務局長 飯島邦敏氏　
福祉講話

「障害、共
生社会」 講師 渋川市聴覚障害者福祉協会

佐藤正太郎氏　木村智子氏　茂木恭子氏　岩崎眞理江氏　

手話教室

講師 塚本京子氏　車椅子バ
スケ

講師 渋川市聴覚障害者福祉協会
小林信子氏　小菅明夫氏　岩崎眞理江氏　

手話教室

群馬県社会福
祉大会

福祉教育推進
事業

　お手玉やけん玉など6種類の懐かしい遊
びが用意され、長寿会員、シルバー人材セン
ター会員、民生児童委員の方々に協力いた
だき、遊び方やコツを教えていただきました。
　最後に子ども達から迫力ある合唱と手作
りのプレゼントが手渡されました。
　ご協力いただいた方からも「懐かしい時間
で童心に返るよ」「とても大事な時間だよね」
と感想をいただきました。

　１２月１５日、北小学校において一年生の
子ども達が地域のおじいちゃんおばあちゃん
に昔遊びを教えてもらい、昔遊びに親しむと
ともに、地域の方々とかかわりを深めること
を目的とした生活科の授業を実施しました。

昔遊び～北小学校～昔遊び～北小学校～

　自己紹介から始まり、オープニングには
「ほっこりん」会員によるピアノ演奏でクリス
マスソングを合唱し、その後利用者の方によ
るハーモニカ演奏でクリスマスの雰囲気が
増し、その他、ママボランティアの手作り脳ト
レクイズで盛り上がりました。

　今年も最後の締めくくりとして利用者同
士の交流を深めることを目的に１２月２０日
「クリスマス会」を開催しました。
　普段から利用されている方や子育て中の
ママさんや下校した小学生も参加し３５名が
集まりました。

コミュニティサロン「ハナミズキ」コミュニティサロン「ハナミズキ」

クリスマス会
～誰もが自由に～～誰もが自由に～

　コミュニティサロン事業は、地域福祉活動計画（平成
２４年１０月制定）に基づき、誰もが自由に気軽に参加
し、地域社会の中で安心安全にいきいきと過ごせるこ
とを目的に住民が主体的、自主的に取り組む活動の拠
点としています。
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　地域の中で孤立になる高齢者をつくらないため、地域住民が主体となり小地域を単位としたふれ
あいの場（ふれあい・いきいきサロン）を設け自主的・自発的に行う交流活動に対する支援を目的と
しています。
　サロンは、各区コミュニティーセンター（集会所）等を利用し、それぞれの運営計画により無理のな
い範囲で活動しています。

　12月２日、中央公民館において子育てサロン
ボランティアのおはなしアイアイ（代表星野幸
枝様）主催によるクリスマス会が開催され毎年
楽しみにされている小学生や子育て中の親子
がたくさん集まりました。

　今回のプログラムには、大型紙芝居やパネル
シアターの他に榛東駐在所長とアイアイさん
による寸劇も盛り込まれひと味違うクリスマス
会で盛り上がりました。最後にサンタクロース
とトナカイから一人ひとりにプレゼントが手渡
されました。

6 区 いきいきサロン 15区 いきいきサロン 21区 いきいきサロン

歳末たすけあい募金活用事業
ご協力ありがとうございました！！
歳末たすけあい募金活用事業
ご協力ありがとうございました！！

その他の歳末たすけあい募金事業
・寝たきり老人等布団丸洗いサービス　・小学生見守り事業（シルバー見守り隊）

集まった一人ひとりが主役！自分たちでつくる！

ふれあいいきいきサロン推進事業

子育て支援事業     クリスマス会支援

　幸せな家庭を築きながら共生できる地域を
目指す為に未来を担う若者に新たな出会いと
自分磨きの場を提供し、婚姻率の向上を図ると
共に、地域における後継者を確保し村の活性化
・発展へとつなげることを目的に実施しました。

　村内在住または在勤の独身男性と県内の独
身女性を対象に１６名の方が参加されました。
　今回は、高崎市内のレストランで食事と会
話を楽しんでいただき、またゲームも盛り込み
交流を深めていただきました。
　参加者からは「もっと堅いイメージをしてい
たけれどこんなに楽しいとは思わなかった」な
ど感想いただきました。

村内在住で在宅介護されている方に福祉機器を無償で貸し出しています。
＊介護用ベッド（手動式タイプ）　　＊車椅子（子供用もございます）

村内在住で在宅介護されているご家族の方に福祉車両の貸し出しを行っています。

◆貸し出し期限はございません。必要な期間ご使用ください。
　なお、長期入院入所などの場合は一度返却をお願いいたします。

◆ご利用にあたり、入所施設からの通院はご利用できませんのでご注意ください。

必要になった時
ご相談下さい

◆使用料…無料
◆ガソリン代…自己負担
◆ご利用回数…原則月2回まで、1回のご利用について2日以内
◆お申込期間…利用される日の1ヶ月前から5日前までにお願い致します。

※福祉機器の貸し出しは社会福祉協議会の会員様（社協会費納入の方）限定とさせていただいております。
　社協会費とは、各区区長様のご協力のもと年間１，０００円を徴収させていただいている会費です。
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であい　  夢プロジェクト事業2017

榛 婚
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相続や金融等法律に関することなら･･･

村民無料法律相談所
●日　時　毎月第４金曜日 　午後１時30分～午後４時30分（１人30分）
●場　所　福祉センターささえの家「ボランティア室」（ふれあい館西）
●相談員　群馬弁護士会員　弁護士

日　　時 定　員

６名2月２3日(金)

3月23日(金) 〃

＊１回につき６名までの完全予約制となっております。必ず電話予約をお願い致します。
　（予約時間は平日午前９時～午後５時まで）

日常生活の心配ごとや
悩みごとなら… 心配ごと相談所日常生活の心配ごとや
悩みごとなら… 心配ごと相談所
●日　時　毎月第２金曜日　午後１時30分～午後4時
●場　所　福祉センターささえの家「ボランティア室」（ふれあい館西）
●相談員　民生児童委員、人権擁護委員から構成され、相談に応じています。

　皆様からの声を今後のサービス向上へとつなげてゆきたいと考えています。
　些細な事でも結構ですので、お気付きの点がございましたらお気軽にお寄せ下さい。

村民無料法律相談予定表
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お詫びと訂正
榛東村社会福祉協議会　夢２１№４３に掲載した「第１２回社会福祉協議会長杯争奪グラウンド・ゴルフ大会」の入賞団体の写真に
誤りがありました。優勝（第９区）と準優勝（第７区）の写真が入れ替わっておりました。お詫びして訂正致します。

介護保険事業へのご意見・ご要望をお聞かせ下さい

◆ホームページ http://www.shinto-shakyo.jp/    ◆Ｅ-mail  yume21@shinto-shakyo.jp

　１月22日、大雪警報が発令され30㎝を超える大雪と
なった榛東村内。昨年から本会で取り組んでいる「除
雪支援体制ネットワーク事業」により、多くの村民の皆
さまのご協力を頂き通学路や歩道、高齢者世帯等除雪
が行われました。

積雪時における除雪活動、ありがとうございました！積雪時における除雪活動、ありがとうございました！
村民の
皆さま


