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9月14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。
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9月14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。

令和元年度

110月0月３、３、4日4日に村に村内在内在住の住の一人人暮ら暮らし高し高齢者齢者を対を対象に象に、、
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、一人暮らし高齢者保養事業を実施しました。

　今回は栃木県日光
市「鬼怒川観光ホテル」でゆっくりと過ごしていただきました。
翌日は 「、「 光日光おかき工 」房」で買 物い物 楽を楽しんでい だただいた後後、
重要文化財にも指定されている「日光田母沢御用邸記念公園」を
見学し、参加者は、スタッフの方からの説明を真剣に聞いておりま
した。

～栃木県日光市～～栃木県日光市～



　世代間交流事業は、長寿会と子供会（育成会）の交流を通じ日本古来の行事や遊びを伝承し、
また、子ども達の情操教育と高齢者の生き甲斐に役立つことを目的とした事業です。
　実施された地区は、第7区が竹馬・竹とんぼ作りを行い、その他にも流しそうめんや竹と輪
ゴムで作成したイモ鉄砲大会を開催し、大いに盛り上がったようです。
　第2区、第4区、第5区は、さつま芋栽培を苗の植え付けから収穫まで共同作業で行い、子
ども達は収穫の楽しさを体験し、おじいちゃんおばあちゃんと一緒に秋の味覚を楽しみました。
　第6区、第21区では、十日夜祭りで餅つきとわらを束ねてモグラ叩き作りを行いました。子
ども達は蒸かし上がった餅米が臼に入ると大興奮で餅つきを体験し、モグラ叩き作りもおじい
ちゃんに真剣に教えてもらう姿もありました。

　11月１０日、避難行動要支援者及び要配
慮者の地域見守り活動の一翼を担う防災
ボランティア会員を対象に、今年度は「埼玉
県防災学習センター」を訪問し、地震や風
水害などの体験をとおして災害について知
ること考えることを学び、今後の活動に役
立てることを目的に実施しました。

　センターでは、スクリーン映像で見慣れた
風景の中でのリアルな地震体験や最大
30s/mの風を体験できるコーナーなど説
明を受けながら体験し、参
加者は、災害発生時の自
分の命を守るための行動
について改めて見直す時
間になったようです。

防災ボランティアしんとう視察研修会
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　１２月１２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。　

生活科の授
業

福祉教育「車椅子バスケ」福祉教育「車椅子バスケ」

　実際に塚本さんの車椅子をお借りしてバスケッ
トボールを行い、車椅子の操作とボールのコント
ロールの難しさを体験し、車椅子バスケは簡単に
はできないこと諦めずに努力する大切さなどを
学ぶことができ、子ども達にとって貴重な時間に
なりました。

　11月２８日に北小学校の福祉教育の一環でシド
ニーパラリンピック車椅子バスケットのメダリスト
塚本京子氏を講師に迎え、交通事故に遭った後の
生活やリハビリ、車いすバスケ等についてお話しい
ただきました。
　また、シドニーパラリンピックの銅メダルを子ど
も達に触れさせてくださり、子ども達は真剣な表
情で触れメダルの凄さを感じている様子でした。

　長寿会、シルバー人材センター会員、民生委員児
童委員の方々にご協力いただき、お手玉やけん玉、
おはじきなど６種類の遊びを丁寧に教えていただ
き、最後に、子ども達からはカワイイ歌声と手作り
のプレゼントが手渡されました。



の把握と共有」に基づき、災害時等において
援を必要とする方・世帯（避難行動要支援者）と 方る 支援
地域全体で見守るネットワーク構築のため地地
支援関係者が一堂に会し地域の詳細情報を住援 係援援 の会会 地域 住
地図に示し、避難行動要支援者を中心とした支援 心
合的な支援体制のマップづくりを実施し、地域を 域
民による顔の見える関係づくり（地域力の向上関 くる関よる （地
避難行動要支援者等の福祉ニーズ把握を目的ニ祉 ズニ避 目
しています。す
また、今年度初めて避難行動要支援者を難 支

・「A」寝たきりなどで専門的支援が必要な人門的A 援専 的寝 要が寝 専
・「B」車いすや一部介助で避難できる人介助い「B「B
・「C」日頃の見守りが必要な人守 要

あの時・・・時
10月１２日に発生した台風19号は各地で川の台風

氾濫が相次ぎ、大きな爪痕を残しました。本村で残痕相 本
も自主避難所（しんとう温泉）が設置され30名と 温泉ん主 が
程の方が避難されました。村内には第4区の区長村内 4
と民生委員が一人暮らしの方へ連絡をとりコミ方委 が 暮 り
ュニティーセンターに自主避難し、心細い一人暮主 しュニティテ
らし高齢者の方は「不安だった。安心した」「ありらし高齢者 たは「不安 った。安心心し 「あ
がたかった」と話されていたようです。されてていたようがたかった です。た」と話されていされてい ようでうてい ううう す。す。かっかっ
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と３段階に細分化し、分と３と３段階に細分化しと３段 更に児童及び生徒の安心児に 安更に児童及び生徒の安心安
安全を視野に学校関係者にも周知し、危険箇安全を全全 も周関 知し
所や大雪時の通学路確保についても協議して時 学学 に も し
いただきました。た
マップづくりは、防災だけが目的ではなく地はくりプ は

域の関係づくりのツールとして活用していたと域 て
だくものです。最後に各区の事業目標を話し合合各後も し
い発表していただきました。目標には、区民をを
対象とした防災訓練（消火、AED講習、炊き出消火訓対
し）の実施や親睦会員の把握及び避難場所のび会実
安全確認。班長を中心としてのマップづくりにて中心 のと にりに
ついて周知を行い、日頃から声掛けを行うなど行 など周
の意見があげられましたの意見があげられました。のののの

219名の参加!!

見守りネットワーク事業

中学校体育館において
村内一斉に開催

「住民支え合い
　　マップづくり」



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）

10 区サロン 18区サロン

　12月１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。

　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。

　大型紙芝居やブラックシアターで浦島太郎
を演出、さらに子ども達も参加できるリズム体
操など盛りたくさんのプログラムで楽しい時
間を過ごすことができ、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。

操操など
間を過
とトナカ

子育てサ
アイ（代表
ス会が開
小学生や子子
した。

紙芝居や
、さらに
ど盛りたく操な操 ど
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大大大型型

を演を 出

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

体となり小地域を単位とし



　１１月１５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。

　３０名の遺族の方が参加され靖國神社
において本殿内の正式参拝を行っていた
だきました。
　その後、境内に併設されている「遊就
館」をゆっくりと拝観され、遺書や遺品な
ど思い思いに英霊の心に感動されており
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もと年間１，０００円を納入している会費です。

福祉機器

靖國神社参拝事業 ～戦後七十四年～靖國神社参拝事業 ～戦後七十四年～



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２8日(金) ６名

３月２7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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