
いざという時のための備え！あなたを守る災害時の訓練。
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草津町社会福祉協議会では地域福祉の向上を目指しています

平成29年７月

第41号

こういった経験をやっているのと

やっていないのでは心構えが全く違

うと思う。

子育てしているお母さんたちにとって、な

かなできない経験。とても参考になった。

packcooking は家でも子どもとチャレンジ

してみたい。
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「ガス・水道・電気が限られても、温かいごはんが食べたい！」
ボランティアの方々と「いざという時」に備え、炊き出し訓練を行いました。
ポリ袋で、便利な調理法＊PackCooking＊を体験しました。

災害時炊き出し訓練

草津町社会福祉協議会では今後もボランティア育成のための研修会等を継続開催したいと考
えています。「どんなボランティアがあるのかな？」「ボランティアしてみたいな。」等、興味
を持ったかたは　草津町社会福祉協議会　TEL0279-88-1050　までお問い合わせを。

ご飯を炊こう
◆材料（２人分） 
•米 １カップ（150ｇ）　•水 160㏄
◆作り方
① 米をポリ袋に入れ、少しの水で軽くもみ洗いし、その水を捨

てる。（今回は赤十字奉仕団提供のハイゼックス炊飯袋使用）
② ①に分量の水を加え、空気を抜いて袋の上の方を結ぶ。
 ③ 沸騰した鍋に入れて35分加熱し、火を止め、そのまま10分

ほど蒸らす。

蒸しパンを作ろう
◆材料（２人分）
•卵 1個　•牛乳 100㏄
•ホットケーキミックス 100ｇ　•サラダ油 少々
◆作り方 
① 材料をポリ袋に入れて、ひとまとまりになるようによく混ぜ、

袋に空気を入れて口を結ぶ。
②沸騰した鍋に入れて約20分加熱し、取り出す。

PackCookingレシピ

講師の赤十字奉仕団の方々。さすがです！

新聞紙とサランラップで作ったお皿に

packcooking ライスとレトルトカレー。

参加者みなさんでランチ。
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　平成29年度社会福祉法の大幅改正が行われ、当会では、次のとおり理事及び監事並びに評議員の改
選がありましたので、お知らせいたします。これにより、定数の変更も行いました。
　また、新たに、評議員選任解任委員会が発足し、委員の皆様が選任されましたので、併せてお知ら
せいたします。
　退任されました皆様には､ 長い間ありがとうございました。
　新しく選任されました皆様には､ より良い社会福祉推進のためご協力をお願いいたします。
 平成29年７月１日現在（敬称略・順不同）

社会福祉法人草津町社会福祉協議会 新体制始動

理事（14名の内６名）

中　澤　広　夫

篠　原　硯　工

土　屋　重　夫

木　村　　　功

神　田　安　治

綿　貫　あさ子

評議員（29名の内13名）

金　丸　勝　利

竹　渕　　　敏

冨　岡　賢　治

宮　崎　清　子

岩　下　忠　夫

中曽根　安　雄

山　本　琢　夫

冨　岡　弥　生

幾　島　勝　三

冨　澤　典　子

飯　島　武　子

沖　津　　　宏

反　町　忠　雄

理事（11名）

上　坂　国　由

櫻　井　宏　機

坂　田　政　幸

福　田　　　仁

山　本　き　く

福　田　隆　次

田　村　長　三

吉　田　健　次

浅　香 　　　勝

中　澤　幸　丸

宮　脇　　　宏

平成29年６月20日現在

監事（２名）

山　本　和　久

髙　原　　　稔

平成29年６月20日現在

評議員（17名）

中　澤　広　夫

水　出　文　夫

山　口　　　寿

髙　原　秀　雄

山　本　茂　幸

原　　　晴　子

柴　崎　弘　光

角　田　栄　寿

倉　田　久美子

山　賀   　　充

沖　津　則　夫

西　山　陽　子

黒　岩　律　子

松　浦　　　信

寺　田　智　子

柴　本　和　巳

黒　岩　　　武

平成29年４月１日現在

評議員選任解任委
員会委員（５名）

山　本　進　一

土　屋　由美子

山　本　和　久

髙　原　　　稔

土　屋　元　久

平成29年１月19日現在

◆新任理事・監事・評議員

◆退任された理事・監事・評議員
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第67回「社会を明るくする運動」強化月間　平成29年７月１日～ 31日

　７月12日（水）に、草津町総合保健福祉センターにおいて、内閣総理大臣メッセージを草津町保護司会長　米
敬様より、群馬県更生保護女性会長メッセージを草津町更生保護女性会長　飯島様より代読いただき、草津町長
へ伝達されました。伝達式終了後、町内巡回広報パレードを実施しました。
　この運動は、すべての国民が犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立
場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な活動です。

『行動目標』
　①�犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築くための取組を進めよ
う

　②犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう
『重点事項』
・出所者等の事情を理解した上で雇用する企業の数を増やすこと
・帰るべき場所がないまま、刑務所から社会に戻る人の数を減らすこと
・�薬物依存からの回復と社会復帰を長期的に支える地域の環境をつくる
こと
・�犯罪をした高齢者・障害者等が、社会復帰に必要な支援を受けられる
環境を作ること

内閣総理大臣メッセージ伝達

第67回「社会を明るくする運動」を実施しました

保護司会草津支部・更生保護女性会員が共に管内小中学校を訪問
　７月12日に保護司会草
津支部は、更生保護女性
会員と共に管内の小中学
校を訪問し、非行や犯罪
予防、薬物乱用防止など
について意見交換を行い
ました。
　継続的な情報共有や意
見交換を行うなどの地域
連携への取り組みを確認
しました。

更生保護女性会長メッセージ伝達
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団 活体 動支 報援 告

赤十字奉仕団　団員講習会

定期総会終了後、団
員講習で､「ＡＥＤ講
習会」をおこないま
した。講師に吾妻広
域町村圏振興整備組
合　西部消防署の皆
様をお迎えし､ ＡＥ
Ｄの使用方法や人形
を使った実践など、
わかりやすい内容の
講習をしていただきました。３時間と長時間でしたが､ 和や
かな中にも皆さん真剣に取り組んでいました。

５月11日（木）

草津町身体障害者の会　研修旅行

今年の研修旅行は、山形県・最上川船下りとさくらんぼ
狩りに行ってきました。今年は長距離の移動となりまし
たが、ボランティアサークルやすらぎの会の方々にお手
伝いいただき、無事に行ってくることができました。

７月4日（火）～5日（水）

草津町老人クラブ連合会　春の研修旅行

毎年恒例の、老人
クラブ連合会春の
研修旅行が５９名
の参加にて、５月
30日(火) ～ 31日
(水)で開催されま
した。今年度は、
高橋まゆみ美術館
や越後五智国分寺
などを見学し、新
潟県内の海の見えるホテルで1泊しました。
参加人数が例年より少なかったものの、大変実りのあ
る研修旅行になりました。

５月30日（火）・31日（水）

草津町盲人会　料理教室

岡部管理栄養士指導のもと、
お好み焼きなど調理しました。
調理後は、みんなでおいしく
いただきました。

５月18日（木）

草津町遺族の会　研修旅行

草津町遺族の会では、毎年、靖国神社参拝の研修旅行
を行っております。今年は、参拝後に海ほたるを観光
してきました。靖国参拝の研修旅行は、継続していき
たいと思います。

６月29日（木）
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　皆様が集めて回収させていただいた、エコキャッ
プは回収業者を介して、売却益より１㎏につき10
円が世界の子どもたちにワクチン購入代金として
寄付されます。

エコキャップの収集場所
　草津小学校・草津町総合保健福祉センター

エコキャップ回収

デイサー
ビスセンターだより

ふくし
　トピックス

賛助会費のご協力をお願いしております。

福祉機器等の
� 貸出を行っています。

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。

　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。

　草津町社会福祉協議会の財源は、会費をはじめ寄附金や
町からの補助金、共同募金配分金から成り立っております。
　会費につきましては、社会福祉協議会が行う地域福祉活
動で、地域の皆様一人ひとりに主体的に参加していただき、
地域福祉を支える基盤となるものです。この会費が社会福
祉協議会の自主財源のひとつになっております。平成28
年度に町民の皆様や各企業の方々よりお預かりいたしまし
た会費は下記事業に活用させていただきました。

敬老祝い金及び歳末慰問品・戦没者追悼式・やすらぎ福祉
大会・大会派遣費
研修会参加費・障がい児/者福祉活動費・ボランティア活
動育成事業・ふれあい教室活動費・「社協だより」発行・
健康福祉フェスティバル費　　等

　草津町の福祉活動の充実と強化のため、主旨をご理解い
ただき、賛助会員へのご加入をお願い申し上げます。
　ご賛同いただける方は、こちらから伺いますのでご連絡
をお待ちしております。または草津町社会福祉協議会にお
出掛けの折にお願いできれば幸甚です。下記金融機関でも
直接振込が出来ますのでご案内させていただきます。（手数
料は無料です。専用振込依頼書をご利用ください。）
賛助会費は、一口 3,000円
特別会費は、一口　10,000円
＜取扱い金融機関＞
群馬銀行　　　　　草津支店　　　　普通　０３３５９６８
ぐんまみらい信用組合草津温泉支店　普通　０１１７２２９
東和銀行　　　　　草津支店　　　　普通　０３４１５２０
北群馬信用金庫　　草津支店　　　　普通　００７９０３１
※詳しくは、草津町社会福祉協議会事務局（☎88－1050）までお願い致します。
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いきいきプラザ草津
いきいきプラザでは、いろいろな
行事を行っております。

子育てひろばすくすく
●５月30日（火）～すくすく春の遠足～
　天狗山に遠足に行って来ました。
当日は天候にも恵まれて14組の親子が参加してくれ
ました。少しの時間でしたが、体操や玉入れ、かけ
っこなど親子で身体を動かして
楽しいひと時を過ごしました(*^▽^*) どれにしようかな!?うーんとれないよぉー !!

入れー !!!えいっ !!みんなそろってハイポーズ!!

４月26日　お花見ドライブ（長野原町　若人の館）

６月９日　管理栄養士によるお話

５月22日　買い物ツアー

７月10日　ドライブ（天狗の湯）
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HP��http://www.kusatsu-shakyo.com/

行 事 予 定

7月 ・社会を明るくする運動パレード（12日） 10月
・草津町やすらぎ福祉大会（３日）

・健康福祉フェスティバル（22日）

８月 ・群馬県戦没者追悼式（15日） 12月 ・歳末たすけあい募金・歳末慰問事業

９月
・手をつなぐ育成会福祉パレード（５日）

�・敬老祝い事業（７日）

・草津町戦没者追悼式（28日）

29年

草津町戦没者追悼式やすらぎ福祉大会

健康フェスティバル

育成会福祉パレード 敬老祝い事業

平成28年度行事写真
※今年度も下記事業を実施する予定です。


