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平成29年度
人権福祉講演会開催
VITA が草津にやってきた！

11月24日 「等身大力セミナー」～あなたがあなたらしく輝けば、世界が変わる～
自分の持っている力を知って生かしていくことで目の前の人を幸せにできることを、全身全霊で講演してい
ただきました。
（以下参加者の感想です）

・本当に楽しくてずっと笑えた。面白いのに内容はとても深く考えさせられるもので今日の講演会に参加できてとて
もうれしいです。自分もあきらめずにがんばっていきたいです。
・ちゃんと人権のことも学びながら楽しくお話を聞くことができました。
・すごく楽しくひととの関わりを知ることができた。人の話を聞いてあげるというのは大切なことだと最近思い始め
たので話を聞いて納得した。
・コミュニケーション能力は、話す力だけでなく聞く力も大切なんだと思った。
・講演＝堅苦しい眠いというイメージだったけど、最初から最後まで楽しく大切なことを学ぶことができました。
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新 年 明 けまして
おめでとうございます

長

宮

草津町社会福祉協議会
会

脇
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町民のみなさまにおかれましては、
輝かしい新年を迎えられましたことと
心からお慶び申し上げます。また、旧
年中は草津町社会福祉協議会の活動に
多大な御支援・御協力を賜り、厚くお
礼申し上げます。
さて、
近年の社会情勢や度重なる自然災害などによりまして、
人と人とのつながりや地域社会での支え合いという「絆」の
大切さが再認識されています。
そのことは同時に、地域で住民相互の支え合いの仕組みづ
くりを進め、様々な地域の福祉課題の解決に向けて取り組み
を進めていく社会福祉協議会の役割や活動が、これまで以上
に期待されていることでもあると考えます。
そのような中、平成 年４月１日からは、社会福祉協議会
の組織体制が変更になり、新定款では内部統制が厳しくなり、
役員の権限・義務・責任の明確化、評議員会による理事等を
牽制・監督する仕組みとなっております。
だれもが住み慣れたところで安心して暮らすことのできる
地域づくりと草津町の福祉向上のために、役職員一同さらな
る努力を続けて参りますので、一層の御支援・御協力を賜り
ますようお願い申し上げます。
最後に、みなさまの御多幸と御健勝をお祈りし、新年の御
挨拶とさせていただきます。
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草津町やすらぎ福祉大会が開催されました

平成29年10月３日（火） 草津国際スキー場天狗山レストハウス

今年度から会場が変更となりましたが、220名という大勢の皆様に参加をいただき、盛大な大会
となりました。

第１部式典では、金婚者表彰が行われ、ミヤマ写真様のご厚意で、６組のご夫妻が笑顔で記念の

撮影をされました。また、社会福祉に功績のあった方々に表彰及び感謝状の伝達が行われました。
第２部では、
「草津温泉らくご」でもご活躍なさっている春風亭昇羊様をお迎えして、会場は皆様の
笑顔に包まれました。
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敬老祝い事業

平成29年９月７日（木）町内全域

年寿者（88・99歳）及び85歳以上の
高齢者の方々へ、ご協力いただきました
民生委員及び社協役職員でお祝いの品等
をお届けいたしました。
皆さま、おめでとうございます。いつ
までもお元気でお過ごしください。

草津町戦没者追悼式
平成29年９月28日（木）
草津町公園墓地忠霊塔において、戦没者追悼式
を無宗教の献花方式により行いました。
参列者全員で献花し、草津町出身の117柱の英
霊のご冥福をお祈りするとともに、恒久平和を祈
念しました。

県福祉大会

平成29年11月20日（月）

前橋市民文化会館にて群馬県社会福祉大会が開
催されました。
今年のテーマは、
「互いに支えあう地域共生社会
の実現をめざして」です。
第１部では、旭山動物園 園長を講師に迎え
「伝えるのは命の輝き」のテーマで講演が行われ
ました。第２部の式典では表彰・感謝状が授与さ
れました。

歳末たすけあい運動

平成29年12月１日～ 31日

運動期間中、皆様からいただきました温かいお
気持ちは、歳末慰問として、民生委員のご協力も
いただき、80歳以上のひとり暮らし高齢者や施設
に入所されている方々に、慰問金品をお届けする
事業に使わせていただきました。
新しい年が皆様にとりまして良い年であります
よう。
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ふくし
トピックス
車椅子の貸出を行ってい
ます。
高齢者や身体に障害のある方及び傷病のため自宅に
て療養中の方へ、草津町社会福祉協議会及びボランテ
ィアサークルやすらぎの会で所有している車いす・ス
ロープ・点字器等の貸出を行っています。
また、福祉団体や地域活動、ボランティア活動を目
的とするグループに、高齢者疑似体験セット・プロジ
ェクター・テント等の貸出を行っております。
貸出期間は、原則といたしま
して２週間以内です。
借用をご希望されます方は、
社会福祉協議会窓口までお問い
合わせください。

思いやり駐車場の

利用について
群馬県が行う「思いやり駐車場利用制度」を受託し、
利用証の交付を行っています。以下の対象者に利用証を
配布し、この制度に協力していただいている施設の思い
やり駐車場（車いす使用者用駐車施設）に駐車する際に、
自動車のルームミラーに利用証を掲示するものです。
利用証の対象となる方
・身体障害者の方（身体障害者手帳の等級により交付され
ます）
・知的障害者の方（療育手帳の障害の程度が「Ａ」の方）
・精神障害者の方（精神障害者保健福祉手帳の等級判定
「１級」の方）
・高齢者の方（介護認定を受けた方で要介護度１以上の
方）
・難病患者の方（特定疾患医療受給者の方）
・妊 産婦の方（妊娠７か月
～産後６か月の方）
ご利用を希望される方
は、社会福祉協議会まで
お問い合わせください。

日常生活自立支援事業のご案内
日常生活自立支援事業とは、地域で暮らす認知症や
障がいのため、判断能力に不安がある方たちを対象に、
安心して生活ができるよう以下のサービスを実施して
います。
◎福祉サービス利用援助
福祉サービスが安心して利用できるためのお手伝い
◎日常的な金銭管理
生活に必要なお金の出し入れのお手伝い

◎書類等の預かり
預貯金通帳、印鑑、年金証書等の預かり
※利 用料金：1時間1000円 ( 住民税非課税世帯 500
円・生活保護世帯 無料 )
※利用～契約までの相談は無料。契約後サービス開始
から有料となります。
※事業に関するお問い合わせ、ご利用については社会
福祉協議会までお願いします。

エコキャップ回収
皆様が集めて、回収させていただいたエコキャップ・プルタブ
は、回収業者（アルファ・ジャパン）が回収・売却し、収益の一
部を、ＮＰＯ法人「世界の子どもにワクチンを日本委員会」
（ＪＣ
Ｖ）に寄付しております。
◉エコキャップ１㎏（約430個）＝約５円（寄付額）
◉ポリオワクチン（小児麻痺）一人分＝約20円
◉エコキャップ４㎏（約1,720個）＝ポリオワクチン一人分
◉プルタブはドラム缶８本分（約800㎏）で、車椅子１台を施
設等に寄贈しています。
エコキャップ収集場所
草津小学校・草津町総合保健福祉センター
※エ コキャップ・プルタブは、それぞれ
ポリ袋等にまとめて詰めて出してくだ
さい。

除雪機の貸出しに
ついて
器具備品等貸出し事業として、除雪機の
貸出しを行います。
貸出しについては、ご自分で輸送できる
方に限ります。
貸出し希望の場合は、事前に連絡をお願
いいたします。
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団 体 支 援 活 動 報 告
草 津 町 身 体 障 害 者 の 会・ 盲 人 会
６月15日 第23回カラオケ交流大会（栗生楽泉園）、８月24日 健康づく
り教室（草津町総合保健福祉センター）
、９月５日 楽生園療養祭、10月
12日 吾妻郡スポーツ大会（東吾妻町民体育館）
、10月19日 群視協福祉
大会（群馬県社会福祉総合センター）
、10月25日 群身連福祉大会（群馬
県社会福祉総合センター）
、10月30日 点字図書館利用者と奉仕者の集い
（群馬県社会福祉総合センター）
、11月２日 料理教室（草津町総合保健福
祉センター）
、11月14日 食事訓練（長野原・かない亭）
などの行事に参加しました。
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８月15日 群馬県戦没者追悼式（群馬総合スポーツセンター）
９月28日 町戦没者追悼式
10月17日 群馬県護国神社例大祭（群馬県護国神社）
などの行事に参加しました。
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平成29年11月９日（木）
毎年行われる団員研修として、今年度は群馬県内を中心に視察に行きま
した。渋川市にあるサントリー榛名工場では、清涼飲料水の製造過程や、
ペットボトルの再利用について学びました。また、前橋市にある前橋市防
災センターでは、消火体験や煙が立ちこめる部屋を実際に歩く、煙内体験
をしました。初期消火の大切さや、煙の立ちこめる部屋での視界の悪さや
恐怖を改めて実感できる体験ができました。

草津町老人クラブ連合会

親睦交流会

平成29年11月24日（金）
ホテル櫻井にて町長様はじめ、日頃より老人クラブ連合会に関わりのあ
る方々をお招きして、親睦交流会が開催されました。112名と大変多くの
参加のもと、小学校児童より、児童安全守り隊へ日頃の活動に対しお礼の
伝達や、余興では、カラオケなど盛大に行われました。役員は赤の法被を
着用し、皆さんと和やかに歓談されていました。

草 津 町 手 を つ な ぐ 育 成 会
７月29日 群馬県手をつなぐ育成会大会（渋川市民会館）
９月５日 第45回吾妻地区福祉パレード
９月30日 吾妻郡手をつなぐ育成会バス旅行（長野方面・ぶどう狩り・善
光寺）
11月16日 視察研修 前橋市富士見町のグループホーム「星の家」を視察
などの行事に参加しました。
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ボ ランティアの 木

10月22日（日）
健康福祉フェスティバル
ボランティア体験コーナーで桜の木
が素敵に紅葉しました。
傾聴の会・点訳の会・手話サークル
コマクサの会・やすらぎの会では一緒
に活動してくれるボランティアさんを
募集中です。

ボランティア体験ごとに葉
っぱを一枚。点字体験では栞を
作って金の葉っぱをゲット。

いきいきプラザ草津
ヨガ

作品製作
空きビンに毛糸を巻いた小物入れの
製作、真剣に取り組んでいます。

初めてのヨガにチャレンジ。

バス旅行

理学療法士

恒例となりました、バス旅行に行っ
てきました。行先は、川場田園プラ
ザです。

理学療法士の先生は時々来館さ
れますが、利用者の皆さんの良
き相談相手でもあります。

子育てひろばすくすく
子どものための
コンサート♪

幼児救急法

プロの方が素敵な音色で演
奏をしたり歌ったり楽しか
ったね♪

移動プラネタリウムが
やってきた !!
ドームに入って星をみんな
で観ました !!(*^ ▽ ^*)
きれいだったね

★お問い合わせ★ 草津町社会福祉協議会
TEL0279-88-1050 FAX0279-88-1055

緊急時の看護や手当を学
びました (*’▽’)
分かりやすかったですよ

いきいきさんと
合同クリスマス会

今年はほんとにサンタさん
が来てくれました !!!
( *´ 艸｀ )
世代間交流楽しかったね

E-mail  kusasyakyo@song.ocn.ne.jp
HP  http://www.kusatsu-shakyo.com/
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