
No.47

2 019

2
No.47

2 019

2
NN

22
見守りネットワーク事業
「住民支え合いマップづくり」

999
守りネットワーク事業守りり トトトトトネ守りネッッッりネネッりネッ 業ク事事ク事ク 業業業
民支え合いマップづくくり合い ップ くりり民民民民 え支支え づプづププづくププッ合いい ププい合 プづくくりくりりり

見守見守見守見守守
「住民民民住住

榛東村社会福祉協議会広報紙

民支え合民 え合「住民

この「しんとう夢21」は、共同募金の配分金によって発行されています。
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一人暮らし高齢者保養事業一人暮らし高齢者保養事業
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今今今今年年年年年年年年年年
と懐と懐と懐かかか

9月8日に村と社会福祉協議会共催で
70歳以上の方を招待し、

500人余りの方が参加されました。

平成30年度

　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１１、１２日一人暮らし高齢者保養事業を実施し
ました。
　宿泊先では、大正ロマン感じる数種類の温泉を楽しみ、翌日は真田宝物館へ向かいボランティアガ
イドの方からの説明には真剣に耳を傾けていました。
　参加された方からは、「最近自分で遠出することがなくなったので来られてよかった」「毎年楽しみ
にしている」などの感想をいただきました。



　また、盲導犬に出会った時、自分たちにできる
ことについても教えていただきました。子ども達
からは「盲導犬だけでなく、視覚障害についても
学ぶことができた」「盲導犬のお仕事について
学べた」「盲導犬と一緒に行動することで、出来
ることも増え、安心して生活できる」「盲導犬も
人もお互いを信じる心が大切」などたくさんの
感想をいただき、有意義な時間を過ごせたよう
です。

　12月5日北小学校において、（公財）東日本
盲導犬協会から訓練士の長谷川さんとＰＲ犬の
イチゴちゃんを講師に迎え「盲導犬ふれあい教
室」を実施しました。
　先ず、盲導犬と歩く人の話として、目が見えな
い、見えにくいとはどういうことか、見える人と
同じことをする為の工夫についてなど教えてい
ただき、次に盲導犬の誕生から訓練、盲導犬デ
ビュー引退まで盲導犬の一生についてＰＲ犬の
イチゴちゃんと体験しながら訓練の方法や仕事
について学びました。

福祉教育推進事業

生活科の授業

盲導犬ふれあい教室盲導犬ふれあい教室

昔遊び昔遊び

　お手玉やけん玉、おはじきなど6種類の懐かし
い遊びが準備され、長寿会員、シルバー人材セ
ンター会員、民生児童委員、主任児童委員の方
々にご協力いただき遊び方やコツを教えていた
だき、最後に子ども達からはかわいい歌声と手
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は「毎年楽しみにし
てるよ」「とても大事な時間だよ」と感想をいた
だきました。

　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。



　本
され
情報の把握と共有」に基づき、災害時等にお
いて支援を必要とする方・世帯（避難行動要
支援者）を地域全体で見守るネットワーク構
築のため地域支援関係者が一堂に会し地域
の詳細情報を住宅地図に示し、避難行動要支
援者を中心とした総合的な支援体制のマップ
づくりを実施し、地域住民による顔の見える
関係づくり（地域力の向上）避難行動要支援
者等の福祉ニーズ把握を目的としています。

ままた、た、今年今年度は度は新た新たにＪにＪＡ職Ａ職員の員の方が方が参加参加
、、学校学校関係関係者と者と児童児童及び及び生徒生徒の安の安心安心安全を全を
野野に、に、危険危険箇所箇所や大や大雪時雪時の通の通学路学路確保確保につにつ
てても協も協議し議していていただただきまきましした。。
最最後に後に今後今後の各の各区活区活動目動目標や標や役場役場・社・社会福会福
協協議会議会へのへの希望希望等が等が話し話し合わ合われ「れ「区民区民等を等を
象象としとした防た防災訓災訓練の練の実施実施」「」「班長班長等を等を中心中心とと
たたマッマップ作プ作成や成や区民区民へマへマップップづくづくりにりについついてて
知知を行を行い、い、日頃日頃からからの声の声掛け掛けを行を行う」う」「顔「顔のの
ええる関る関係づ係づくりくりの場の場としとして誰て誰でもでも立ち立ち寄れ寄れ
場場所（所（コミコミセンセンカフカフェのェの継続継続）」）」「下「下校時校時に合に合
わせわせた子た子供の供の見守見守り活り活動を動を行う行う」な」など貴ど貴重な重な
意見意見がたがたくさくさんあんあげらげられまれましたした。。
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わせわせ

本事業は、榛東榛東村地村地域福福祉活動計動計画に記載
れている「地域における避難行動要支援者

中学校体育館において村内一斉に開催

213名の参加!!

見守りネットワーク事業

「住民支え合いマップづくり」

ままたた 今年今年度は度は新た新たにＪにＪＡ職Ａ職員の員の方が方が参加参加まま

会場には避難所となるコミセンを再現し、
少しでも多くの方がイメージできるよう設置。



　オープニングはクリスマスの曲をみんな
で合唱し、その後利用者による「安来節」が
披露され子ども達は「初めて見た」とちょっ
とビックリ！した様子でしたがおじいちゃん
おばあちゃんは大爆笑。さらにママボランテ
ィアほっこりんによるクイズやゲームで盛り
上がりました。
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合唱 後利 者 よ 「安来節 が

　12月２６日に、利用者同士の交流を深め
ることを目的に１日遅れの「クリスマス会」
を開催しました。
　今回は冬休みに入った子ども達も参加し
普段とはまた違う賑やかさで一年を締めく
くりました。

　最後はママボランティアほっこりんの協力
のもとホットケーキを焼きそれぞれトッピン
グを選びオリジナルの味を楽しみました。
　「今までと違ってホットケーキもいいね」
　「楽しめるね」などの会話が聞こえてきま
した。

月２６日に、利用者同士の交流を深め２月２６２ 日日にに、に 利利利用用用者者者者同同同士士の士の交の交流交流を流を深を深深め深めめ２月２６２ 日日にに 利利利用用用者者者者同同同士士の士の交の交流交流を流を深を深深め深めめめ同
の「クリスマス会」のの「クククリリリスススマママススス会会会」」の ククリリスス スス会会を目的に１日遅れのをを目目目的的的にに１日日日遅遅遅れれれのを目目的的に１日日遅遅れれののれのれの

コミュニティサロン「ハナミズキ」

～ホットケーキづくり～
クリスマス会

上がりました。上上上がががりりままましししたたた

●開設日　毎週水曜日
●時　間　午後１時３０分～午後３時３０分
●場　所　榛東さいとう医院（旧療養型病棟）
●参加費　無　料
　・行ってみたいけど少し不安な方などひとりで悩まずお問い合
わせください。
　ハナミズキ事務局（榛東村社会福祉協議会）☎５５－５２９４

コミュニティーサロン事業「ハナミズキ」
サロンは誰でも自由に利用できるお茶飲みや語らいの場です！！



　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ふれあ
いの場（ふれあい・いきいきサロン）をもうけ自主的・自発的に行う交流活動に対する支援を目的に
行っています。
　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１日、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）と中央公民館
共催のクリスマス会が開催され、毎年楽しみに
されている子育て中の親子や小学生が集まり
ました。
　プログラムには短い時間でしたが大型紙芝
居やリズムに合わせた手遊び、エプロンシア
ターさらにブラックシアターの細かい演出もあ
り、子どもから大人まで楽しい時間を過ごされ
ました。
　最後に、サンタクロースとトナカイからプレ
ゼントが手渡されました。

2 区 いきいきサロン 4区 いきいきサロン 19区 いきいきサロン

社会福祉協議会介護保険職員が申込みされたいきいきサロンへ出向き、介護
相談や困りごと相談、また、介護予防体操・レクリエーションなど行っています。

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！
「楽しく、自由に、気軽に」

出前
講座

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



　未来を担う若者達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１２月１５
日に実施しました。
　今年度は、村内在住在勤の独身男性と県
内の独身女性１６名の方が参加し、高崎市内
のレストランにおいて、ゲームを入れなが
ら、食事と会話を楽しんでいただきました。

　終了後もしばらくお話しされている
方もおり、参加者からは「堅くなく忘年
会みたいで話やすかった」「楽しかっ
た」「また機会があったら参加したい」
など感想をいただきました。

必要になった時
ご相談下さい

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）
◆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。

福
祉
機
器

福
祉
車
両

◆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。

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。

◆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。

※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（前期・後期500円）を納入している会費です。

平成 28年度に参加された方から

ご結婚報告をいただきました。

本事業２組目です！おめでとうございます
。

お二人の末永いお幸せを心より、

お祈りしております。

平成 28年度に参加された方から

ご結婚報告をいただきました。

本事業２組目です！おめでとうございます
。

お二人の末永いお幸せを心より、

お祈りしております。

うれしい報告が届きま
した !

すますすま

であい　  夢プロジェクト事業2018

担う若者達に新たな出会いと自分会いと者達に新 出者 分分達に達 なな担 い若担う若若若
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における後継者を確保し 村の活性後継者 しる 性性継継 保おける 性性性け
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相続や金融等法律に関することなら･･･相続や金融等法律に関することな

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

2月22日(金) ６名

3月２2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…の心配 とや悩み 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（12月第１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。

介護保険事業へのご意見・
ご要望をお聞かせ下さい
　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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