
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22年７月

第27号

　赤い羽根共同募金配分金事業にて車両
を買い替えました。
　福祉活動の足として有効にそして大切
に使用します。
　「赤い羽根」マークの車をよろしくお
願いします。

　平成21年度群馬県赤い羽根共同募金
配分金事業で「子育てサロン」を実施し、
たくさんの親子が高齢者と交流し親睦を
深めました。
　平成22年度からの自主活動に期待し
ます。

　５月の上旬より、配備をさせていただ
いております。
　ご家庭での備えは万全ですか？
　日常からの備えが、もしもの時にお役
にたちます。

【救急医療情報キット】

【車購入】

【子育てサロン】

共同募金配分金事業

赤い羽根共同募金にご協力ください。
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社会福祉協議会の役員・評議員が決まりました。

社会福祉協議会理事（14名）
任期　平成22年７月１日〜平成24年６月30日

社会福祉協議会評議員名簿（33名）
任期　平成22年６月１日〜平成24年５月31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
三　浦　正　欽
佐　藤　玲　子
福　田　信　夫
薄　井　和　男
中　澤　幸　丸
木　村　　　功
宮　脇　　　宏
中　澤　則　之

重　原　正　治
吉　田　隼　雄

羽　部　光　男 米　　　　　敬
市　川　栄　一 島　村　　　貴
本　多　徳　康 山　本　隆　之
桜　井　宏　機 星　野　敏　雄
黒　沢　勝　盛 荒　木　彰　彦
宮　崎　常　雄 川　満　敬　子
南　　　吉　松 山　口　京　子
鷹　野　惠　子 林　　　梅　子
高　原　秀　雄 金　井　ヤツ子
市　川　　　薫 原　沢　金太郎
楜　澤　正　巳 中　沢　敞　子
高　平　裕　寿 市　川　良　一
市　村　隆　宏 飯　島　啓　一
嶋　村　清　美 大　嶋　幸　蔵
大　竹　伸　弥 渡　邉　正　吉
御　友　修　次 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22年７月１日現在〉

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

会　長

　草津町社会福祉協議会では、次のとおり役員及び評議員の交代がありましたのでご案内いたします。
　退任されました役員、評議員の皆様、長い間ありがとうございました。
　新しく選任されました役員、評議員の皆様には、よりよい社会福祉の推進のため、ご協力をお願
いいたします。
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第６０回“社会を明るくする運動”

行動目標 １　犯罪や非行をした人たちの立ち直りを支えよう
２　犯罪や非行に陥らないよう地域社会で支えよう
３　�これらの点について、地域社会の理解が得られ
るよう協力しよう

重点事項 「立ち直りを支える取組についての理解促進」
「犯罪や非行をした人たちの就労支援」

７月１日～ 31日　　社会を明るくする運動　草津町実施委員会

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

平成22年度 賛助会員をお願いしています
　わたしたちの住む草津町の地域福祉を推進していく
ため、より多くの方々、機関、団体、企業の支援が必
要です。
　この趣旨をご理解の上、ご加入くださいますようお
願い申し上げます。
賛助会費
一口　  3,000円です
特別会費
一口　10,000円です

※ご連絡いただければ
お伺いいたします。

☎ 88 ー 1050
デイサービスセンター

☎ 88 ー 1065

介護保険事業

　電話　草津町社会福祉協議会　88－1050

　使い古しの不要タオルがありまし
たらご寄付をお願いします！　
　ご連絡いただければ、いただきに
参りますのでよろしくお願いします。

　・通所介護（デイサービス）

　・介護予防通所介護

　・訪問介護（ホームヘルプサービス）

　・介護予防訪問介護

　・居宅介護支援（ケアマネジメント）

　ご利用の希望、介護でお困りのことがありま

したら、お気軽に、ご連絡ください。

デイサービスから
お願い

もおこなっております
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【遺族会員による忠霊塔整備について】
〜６月11日㈮〜

　草津町遺族の会では、忠霊塔周辺の整備を行い
ました。草刈をした後にサルビア・マリーゴール
ド・コスモスの植栽や参道の除草を行い、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４日㈮〜　44名参加

　好天に恵まれ気持ちのいい汗を流し、52㎏のご
みを収集しました。

遺族の会

日赤奉仕団

【老人ホーム慰問】
〜６月16日㈬〜

　今年も草津温泉婦人会では、高山村にあります
吾妻養護老人ホームと春日園（渋川市）を慰問し、
利用者さんと歌やゲーム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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【カラオケ交流大会】
〜６月17日㈭〜

　第16回吾妻郡身体障害者福祉団体連合会主催
「カラオケ交流大会」が栗生楽泉園中央会館で行わ
れ草津町の高山正憲さんが優勝しました。８月６
日に行われる県大会に吾妻郡代表として出場しま
す。

身体障害者の会

　児童安全守り隊が、今年も春から各地区
での活動を開始しました。新１年生も安心
して登下校できます。ありがとうございま
す。

老人クラブ連合会

　栗生楽泉園慰安会発行小冊子「高原」は、こだ
まの会会員等により朗読録音され施設に届けられ
ています。
　投稿者は自分達の作品を全国の入所者に聞いて
いただけるよう毎月素晴らしい作品づくりに日々
努力されています。
　会員はその思いをこめて録音されています。
　朗読者の会員を募集しています。ご協力いただ
ける方は社協まで！

朗読ボランティア

ボランティア活動
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　社会福祉協議会では、下記のとおり「ボランティア人材バンク」を設置いたしました。福祉、教育、観光、

スポーツ、文化等どんな分野でもけっこうです。皆様の豊かな知識、経験を基に様々な技能を有効活用し

ていただくことを地域は望んでいます。

　１、「ボランティア人材バンク」登録方法
　　（１）�社会福祉協議会に備えてあります、登録申込書に必要事項をご記入いただき登録となります。（申

請時には、印鑑をお持ちください。）

　２、「ボランティア人材バンク」活用方法
　　◆登録者

　　（１）�ボランティアを必要とする方からの依頼がありましたら、ご連絡をいたしますので、利用者の

方と直接お話いただき可能な場合、実施となります。

　　（２）�実施する場合は、必ず社会福祉協議会までご連絡ください。

　　◆利用者

　　（１）�「ボランティア人材バンク」を利用者する方は、事前に利用申込書により、申し込みをしてくだ

さい。

　　（２）�希望される登録者をご紹介いたしますので、直接お話しいただき可能な場合、実施となります。

　～雪かきボランティア募集～
　　�　町内にお住まいの一人暮らし高齢者（お家）を対象にした、雪かきボランティアさんを募集いたし

ます。みなさまの温かいお気持ちをお待ちしております。

※ボランティア人材バンクの活用については、実施要綱に基づいて行います。

☆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22年７月21日㈬〜８月31日㈫　毎週木曜日を除く

　　　（ただし８月19日㈭９：00〜 12：00は梱包作業としてボランティア募集）

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
害者の方に聴いて
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

毎週金曜日
午前中

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。

☆ボランティア人材バンクの設置及びボランティア募集について

※お問い合わせは草津町社会福祉協議会事務局まで

　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/　　　☎0279-88-1050



Ｎｏ,7

　手をつなぐ育成会では、療育手帳を持つ子ども達が安心して暮らし続けられるように、親たちが

手をつなぎ合うことで一層の福祉の充実を目指して活動しています。ひとりで悩まず、親の会に加

入してみませんか。親同士の支え合い…これが何より大きいです。

☆手をつなぐ育成会

（平成22年７月〜 12月）

７
月

・社会福祉協議会理事会
・社会を明るくする運動（１〜 31日）
・社会を明るくする運動パレード（５日）

10
月

・やすらぎ福祉大会
・いきいきブラザりんご狩り
・草津町健康福祉フェスティバル

８
月

・福祉ふれあい体験講座〔小学生（11日）〕
・職場体験（中学２年生）

11
月

・群馬県社会福祉大会

９
月

・敬老祝い事業
・保育園親子のつどい（運動会）
・吾妻郡地区福祉パレード
・草津町戦没者追悼式

12
月

・歳末たすけあい募金
・歳末慰問
・保育園お遊戯会
・福祉体験講座（小学４年生）
・母子交流事業

草津町社会福祉協議会の行事予定

いきいきプラザを
ご利用ください
　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とレクリエーションです。）

「母子寡婦会」からのお知らせ
　昭和52年発足した、歴史ある会です。親子交流会やおかあさん旅行等会員の親睦が図られてい
ます。母子父子みなさん多くの会員を募集しています。入会を希望される方はご連絡ください。

☎88-1050

お花見ドライブ

花いっぱい作業
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第二保育園
　４月から保育園に入園した子ども達もすっかり慣
れ、毎日元気に登園しています。
　保育園には年間色々な行事がありますが今回は最
近行なわれた２つの行事を紹介します。

　天狗山に親子で遠足に
行きました。
　お天気にも恵まれ、さ
わやかな春の自然の中、
お家の方と、元気いっぱ
い歩き、体操や、ゲーム
をおもいきりたのしみま
した。

★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

カレークッキング

消火避難訓練

第一保育園

エプロンと三角巾で大喜びの子ども達

模擬消火訓練　先生達の消火風
景

子ども達の真剣な顔。

上履きのまま門
の前まで避難。
どの子も真剣な
顔です。

皮をむく手も真剣です

保育者と一緒に包丁も使ってみました

自分たちで作ったカレーは特別おいし
い。普段は小食の子もたくさん食べて
いました。


