
草津町

草津町社会福祉協議会　草津町大字草津464番地28　TEL：0279-88-1050

平成21年８月

第25号

デイサービスセンターといきいきプラザにおいて
ボランティアさんが演奏を聴かせてくれました。

埼玉県
大井チンドン一座さんによる演芸

チュー・スズキさんの演奏

〈草津町いきいきプラザ〉

〈草津町デイサービスセンター〉

ボランティアさんが来ました
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社会福祉協議会の役員・評議員紹介
社会福祉協議会理事（14名）
任期　平成20年６月１日〜平成22年５月31日

社会福祉協議会評議員名簿（33名）
任期　平成20年７月１日〜平成22年６月30日(敬称略・順不同)

水　出　文　夫
小　林　邦　夫
黒　岩　順　市
大　場　　　均
市　場　徒　治
沖　津　　　宏
鈴　木　光　夫
山　本　杏　子
福　田　信　夫
宮　脇　　　宏
水　出　一　三
木　村　　　功
中　澤　則　之
黒　岩　由　市

中　澤　幸　丸
重　原　正　治

羽　部　光　男 米　　　　　敬
後　藤　文　雄 島　村　　　貴
本　多　徳　康 山　本　隆　之
桜　井　宏　機 星　野　敏　雄
黒　岩　哲　雄 市　川　秀　雄
坂　田　政　幸 山　本　順　子
南　　　吉　松 宮　﨑　洋　子
鷹　野　惠　子 林　　　梅　子
神　林　幹　人 金　井　ヤツ子
市　川　　　薫 原　沢　金太郎
楜　澤　正　巳 村　端　初　子
黒　岩　幸　恵 阿　部　公　志
篠　原　三千雄 市　川　良　一
嶋　村　清　美 大　嶋　幸　蔵
西　牧　由　典 渡　邉　正　吉
磯　部　和　敏 竹　渕　京　子
銀　山　章　一

社会福祉協議会監事（2名）

社会福祉協議会役員組織図

〈平成21年５月27日現在〉

会　長

監事２名評議員33名理事14名

副会長 副会長

法人運営 地域福祉 団体支援
ホームヘルプサービス 自立デイサービス 障害者自立支援

居宅支援 通所介護 訪問介護 第一保育園 第二保育園
高齢者 自立障害者（いきいきプラザ） 家事援助 移動介助

事務局 受　託　事　業 介護保険事業

監　査理事会（執行機関） 評議員会（諮問機関）

保育園運営
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ぐんまボランティアフェスティバル
吾妻ブロック

大会テーマ：「笑顔のかけ橋」

　　　　　　〜ならんで歩こう　あなたとともに〜
期　日：平成21年10月３日（土）午前10時〜
会　場：吾妻郡文化会館

　この大会は、地域ボランティア活動の一層の振興を図る

ため、ボランティア関係のメイン行事として、県内のボラ

ンティア、ＮＰＯなどの交流・研究の場として開催いたし

ます。当日はお楽しみ豪華賞品の当たる抽選会も企画して

おります。皆さんのお越しをお待ちしております。

平成21年度

賛助会員をお願いしています
　ますます少子・高齢社会となり福祉対策を必要とする住民は増加する一方で福祉施策の財
源確保は重要な問題です。
　皆さまのご理解とご賛同をお願い致します。

賛助会費
一口　  3,000円です
特別会費
一口　10,000円です

※ご連絡下されば
お伺いいたします。

☎　88ー 1050

皆さまから社会福祉協議会に
お寄せいただきましたご寄附により
総合保健福祉センターの
150畳の畳替えをさせていただきました
　温かいお気持ちを無駄にすることなく、これからも努力して

参ります。

　ありがとうございました。

　今後もご理解とご協力を宜しくお願い致します。
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＜忠霊塔清掃＞６月26日㈮

　草津町遺族の会では、忠霊塔の清掃を行い
ました。周辺の整備では草刈やサルビア・マ
リーゴールドの植栽により、きれいにするこ
とが出来ました。

＜日赤奉仕団草津支部クリーン作戦＞
６月５日㈮

　今年で８回目となる町内クリーン作戦を、行
いました。
　小雨降るあいにくの天候でしたが、各地区よ
り傘をさしながら大勢の団員が参加し、40㎏の
ごみを回収しました。

遺族の会

日赤奉仕団

＜老人ホーム慰問＞６月24日㈬

　今年も草津温泉婦人会では、高山村にある
吾妻養護老人ホームと春日園（渋川市）を慰
問し、利用者さんと歌や踊りで楽しいひとと
きを過ごしてきました。
　30余年の長きにわたり、地域福祉にご尽力
をいただきありがとうございます。

婦人会

団 体 　福 祉 活 動の
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　草津町盲人会女性部による料理教室が保健センターにて行
われました。
  楽しい雰囲気の中「太巻き寿司」を作り、おいしく出来上
がりました。

盲人会女性部料理教室が開かれました

　女性部員により友愛活動の一環として、ぞう
きんを作成しました。
　このぞうきんは、郡内及び町内の医療、福祉
施設、学校等に配布いたします。

老人クラブ連合会

　いつまでも元気で過ごせるよう、
健康サロンを行っています。
　５月は「山菜取りハイキング」を
行いました。収穫も沢山あり楽しい
時間を過ごせました。

文京サロン

　熊本市から草津温泉へ観光に来られた皆さんと、
登録会員が車イス移動介助を行い交流しました。
　この活動は熊本市の旅行会社より、車イスで関
東エリアの観光地を旅する障害を持った旅行者を
応援してほしいとの依頼があって実現した活動で
す。湯畑の急坂やバスターミナルへの道は大変で
したが、皆さん双方思い出に残る交流をされたよ
うでした。

ボランティア活動
５月８日
ボランティア人材バンク登録者の活動

団 体 　福 祉 活 動の
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　子どもと遊び、お母さんとおしゃべり、お茶の準備や片付けをしながら交流していただきます。時には、

託児をしたり、どんなことをすれば楽しいかを考えたり…いろいろです。自分の出来ること、やりたいこ

とで関わってください。

子育てサロンは･･･

♡総合保健福祉センター２階多目的室にて月に２〜３回（不定期）※保健福祉センターに掲示してあります。

♡午後１時半〜３時半頃

♡参加費〜登録料年間200円（名札代）

♡主催　APみんなの会

♡�子どもたちはお友達と遊んだり、ママはおしゃべりしたり、わらべ唄や

おやつ作り、ヨガやピラティスなどの体操、料理教室、子育て講座…

♡�子育てサロンは地域住民支援活動です。お母さん達の参加をお待ちして

います。

　見守り・傾聴ボランティアを募集しています。お手伝いいただける方はご連絡ください。お待ちし

ています。

  午前（２時間程度）　　見守り・お話し相手等
� � 午後（２時間程度）　　レクリエーション・見守り・お話し相手等

☆デイボランティア

☆福祉ボランティアサークル

内容　百年石体験者への指導補助及び百年石仕上げ作業（温泉づけ、磨き、ニス加工）

期間　平成21年８月１日（土）～８月31日（月）　毎週木曜日を除く

時間　９:00 ～ 12:00　　13:00 ～ 16:00　各時間　１名

場所　環境体験アミューズメント「百年石制作小屋」　品木ダム水質管理所構内

☆中和工場「百年石制作小屋」夏休みボランティア

ボランティア募集中!!

視覚障害を
もつ方々の外出支援
を行っています。

歩行・買物・宿泊などの
支援をします。

毎週金曜日
午後ボランティア
ルームでパソコン・
点字タイプライター
などで点訳の作業
をしています。

｢広報いでゆ｣
｢高原｣ などを

朗読・録音して視覚障
害者の方に聞いて
いただきます。

ボランティアサークル
やすらぎの会

手話サークル
コマクサの会

点訳の会 朗読サークル
こだまの会

毎月第４

水曜日(４月〜 10月)

公民館・毎週火曜日午後保健福

祉センターボランティアルームで

手話の勉強会を行っています。

☆子育てサロンお手伝いボランティア

※お問い合わせは草津町社会福祉協議会事務局まで

　福祉の観点から、地域の人材を発掘・活用することにより、観光・環境・福祉・教育・文化等のボラン

ティア活動の振興と、地域づくり・人づくりの相互理解を図り、誰もが安心して暮らせるまちづくりを推

進することを目的として、ボランティア人材バンクを設置しました。皆さんの登録をおまちしています。

　詳細は、草津町社会福祉協議会ホームページまたは、お電話でもけっこうです。

　http://www1.ocn.ne.jp/~gkusasya/

☆ボランティアバンクの登録者
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　社会福祉協議会では、ホームヘルパーとガイドヘルパーの資格をお持ち

の方で空いている時間にお手伝いいただける登録ホームヘルパー・
ガイドヘルパーを募集しています。

　登録ヘルパーとして活躍してみませんか？

登録ホーム・ガイドヘルパー募集

（平成21年７月〜 12月）

７
月

社会を明るくする運動（１〜 31日）
社会を明るくする運動町内パレード（９日）
世代間交流事業
子育てサロン

10
月

ぐんまボランティアフェスティバ
ル吾妻ブロック(中之条・３日)
保育園思い出遠足（５日）
やすらぎ福祉大会（20日）
健康福祉フェスティバル（25日）
子育てサロン

８
月

第一保育園魚つかみ（４日）
小学生福祉ふれあい講座（７日）
第二保育園スイカ割り（８日）
子育てサロン

11
月

県社会福祉大会（前橋・19日）
子育てサロン

９
月

敬老祝い金事業（１日）
保育園運動会（８日）
福祉パレード（15日）
幼児交通安全教室（24日）
戦没者追悼式（29日）
子育てサロン

12
月

歳末たすけあい募金（1日〜25日）
母子会交流事業
歳末施設慰問（中旬）
第一保育園おゆうぎ会（22日）
第二保育園おゆうぎ会（22日）
子育てサロン

草津町社会福祉協議会の行事予定

いきいきプラザをご利用下さい
　自立高齢者のデイサービスとして、閉じこもり防止や認知症予防対策を図り、高齢者が
要介護状態にならないよう、レクリエーションやもの作りを通して楽しく交流し、くつろ
いでいただくために実施しています。
　開所日は月・水・金の週３日（午前９時30分～午
後３時30分）で、利用料は１日600円（給食費・光
熱費など）です。
　対象者は草津町在住で介護保険制度において自
立と判定された方やお元気な65歳以上の方です。
　ぜひ一度お気軽にお出かけください。
　（写真は利用者さんによるプランターづくりです。
レクリエーションとしてはリンゴ狩りや買物ツアー
も行っています。）
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子供向け防犯出前講座

第一保育園

第二保育園
　毎年、春には親子で遠足に行きます。今年は曇り
空でしたが、子ども達は元気いっぱいに歩いていき
ました。体操やお家の人と楽しんだゲーム。みんな
たくさん走って笑ってその後のお弁当は最高でした。

　みんな元気に天狗山へ行きました。 
　さわやかな春の自然の中で体操やフォークダンス、
ゲームをしてお家の方とふれあって楽しく過ごしま
した。

親子で防犯のお話を聞きました。 
「助けて～！」と大きな声で練習。 
皆で大切な子供達を危険から守れるよう練習しました。

ほいくえんだより

★お問合わせ★　草津社会福祉協議会
TEL0279-88-1050　FAX0279-88-1055　E-mail  kusasyakyo@song.ocn.ne.jp

HP  http://www1.ocn.ne.jp/~gkusasya


