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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
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草津町人権福祉講演会開催

11月25日「LGBT ってなんだろう？－互いの違いを受け入れあえる社会を目指してー」と題した講演
が行われました。講師は「NPO 法人 ReBit」のお二人。ReBit は、LGBT を含めた全ての子どもたちがあ
りのままで大人になれる社会を目指して活動しています。
「ふつう」は人の数だけあり「自分らしさ」が一番大切、というお話は来場されたすべての方の心にし
っかりと届いたと思います。多様性を認め合える社会への小さな一歩になれば幸いです。
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支部長の草場真利子様を迎え、皆さんで楽しく３Ｂ体操
社団法人 日本３Ｂ体操協会群馬県支部
をしました。

新 年 明 けまして
おめでとうございます

宮

脇

皆様方には、日ごろより当社会福祉協議
会に対しまして、深いご理解、ご協力を賜
り心より感謝を申し上げます。
さて、
昨年は熊本地震で多くの被害を受け、
未だに多くの方が避難を余儀なくされてい
ることは、心身の負担を考えると、大変憂
慮されることであります。
また、過日の福島沖の地震では、東日本大震災の記憶もよみがえっ
た事と思います。草津町社協としても、職員の派遣や義援金の募集・
援助等行ってまいりましたが、安心・安全な町づくりの実現のために
も、災害ボランティア体制の確立など、大規模災害に万全の備えをし
ていきたいと考えております。
現在、障害者の総合支援から介護保険サービス事業、子ども子育て
支援と高齢者のサロン事業と多岐に渡って、多くのボランティアの皆
さんに支えられながら、地域住民の福祉向上に向けて日々努力してい
るところですが、介護保険制度の改革による地域で支え合う地域包括
ケアシステムの構築が求められており、医療・介護・地域や団体によ
って構成される自助・互助・共助・公助を組み合わせた地域ケアが重
要で、団体やボランティアの皆さんを始め、地域の住民の皆さんの協
力が必要となっております。
今後においても当協議会としての責務を再認識し、町当局をはじめ
とし区長、民生委員、警察、消防、各ボランティア団体との連携をよ
り緊密にし、町が提唱しています「福祉と観光」の町づくりの一端を
担えるよう、地域福祉活動の向上に努めて参りたいと思います。
結びに皆様にとりまして幸多い年でありますようお祈りし、本年も
どうぞよろしくお願い申し上げます。
長

草津町社会福祉協議会
会

草津町やすらぎ福祉大会が開催されました

平成28年10月７日（金） 草津白根観光ホテル櫻井

第１部式典では、金婚者表彰が行われ、社会福祉に功績のあった方々に表彰状及び感謝状の授与
が行われました。第２部では、手をつなぐ育成会の黒岩誠さんと身障会の橋本洋一さんが、オープ

ニングで歌を披露し、続いて講演では「３Ｂ体操を通して元気な毎日を」と題して、講師に、公益
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敬老祝い事業

平成28年９月13日（火）町内全域

88歳及び85歳以上の高齢者の皆様へ、
民生委員及び社協役員等にご協力いただ
き、お祝いの品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28年９月28日（水）

草津町公園墓地忠霊塔において戦没者
追悼式を行いました。
「国民の遺書100選」の中から２編を朗
読し、献花を行い草津町出身の117柱の
英霊のご冥福と恒久平和を祈念しました。

県福祉大会

平成28年11月15日（火）
伊勢崎市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「互いに支え合い、
ともに生きる社会をめざして」です。第１部は、
女優・タレントの奥山佳恵氏による演題「生きて
いるだけで100点満点！」の記念講演が行われま
した。第２部の式典では表彰感謝状が授与されま
した。
草津町表彰者
水出 文夫

社会福祉協議会役職員功労者
様
おめでとうございます。

歳末たすけあい運動

平成28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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団 体 支 援 活 動 報 告
草 津 町 身 体 障 害 者 の 会・ 盲 人 会
10月12日に郡身連スポーツ大会・10月20日に群視協福祉大会
11月８日に県立点字図書館利用者の集い・11月17日に料理教室
11月22日にリンゴ狩り旅行・11月30日に群視協みかん狩り
12月９日には議会の傍聴など
たくさんの行事に、参加しました。
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平成28年８月15日 群馬県戦没者追悼式が、ALSOK ぐんまアリーナにて
平成28年９月14日 群馬県遺族の会70周年記念大会が、ベイシア文化ホ
ールにて
平成28年10月16日 例大祭が、群馬県護国神社にて行われ参加してきま
した。
護国神社例大祭では、約1,700名の参加があり、ご英霊をお慰めし、平和
を祈念してきました。
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平成28年９月14日（水）
社会福祉協議会玄関前において、28名参加のもと炊き出し訓練が行われ
ました。
毎年訓練を行なっていますが、手順を再確認しながら実施されました。
訓練後は『草津町の防災』について、草津町役場 総務課 萬代洋信様を講師
にお招きし、草津町の備蓄や災害時の対応について講演をしていただきま
した。自分の地域の問題という事で、
みなさま真剣に話を聞かれていました。

草津町老人クラブ連合会

親睦交流会

平成28年11月21日（月）
ホテル櫻井にて町長をはじめ、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、親睦交流会が開催されました。111名と大変多くの参
加のもと、児童安全守り隊へ日頃の活動に対しお礼の言葉の伝達や、余興
では演芸、
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進行、
余興等中心になり活躍されていました。

草 津 町 手 を つ な ぐ 育 成 会
９月２日 ナウリゾートホテルにてバイキング大会を開催、会員同士や議員
の方との交流。
９月６日 第44回吾妻地区福祉パレード。６ケ町村を回りメッセージの伝達。
９月16日 第２回定例会開催、今年度の視察研修にむけてグループホームに
ついて事前学習。
11月８～９日（SUN おのがみにて） 吾妻郡育成会研修会に参加
11月24日 料理教室に参加。
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賛助会費のご協力をお願いしております。
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。

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

会費につきましては、社会福祉協議会が行う地域福

連絡をお待ちしております。または草津町社会福祉協

祉活動で、地域の皆様一人ひとりに主体的に参加して

議会にお出掛けの折にお願いできれば幸甚です。下記

いただき、地域福祉を支える基盤となるものです。こ

金融機関でも直接振込が出来ますのでご案内させてい

の会費が社会福祉協議会の自主財源のひとつになって

ただきます。
（手数料は無料です。専用振込依頼書をご

おります。平成27年度に町民の皆様や各企業の方々よ

利用ください。）

りお預かりいたしました会費は下記事業に活用させて

賛助会費は、一口

  3,000円

いただきました。

特別会費は、一口

10,000円

＜取扱い金融機関＞
敬老祝い金及び歳末慰問品・戦没者追悼式・やすらぎ

群馬銀行

草津支店

普通

０３３５９６８

福祉大会・大会派遣費

ぐんまみらい信用組合草津温泉支店 普通

０１１７２２９

研修会参加費・障がい児 / 者福祉活動費・ボランティア

東和銀行

草津支店

普通

０３４１５２０

活動育成事業・ふれあい教室活動費・
「社協だより」発

北群馬信用金庫

草津支店

普通

００７９０３１

行・健康福祉フェスティバル費・熊本地震義援金

※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。

車椅子の貸出を
行っています。

ふくし
トピックス

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。
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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。
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草津町社会福祉協議会では、下記のとおり募集します。

臨時職員
職種…通所介護（デイサービス）介護員
資格…不問（有資格者は優遇いたします。
）
条件…普通自動車免許取得
年齢…60歳まで（65歳まで就労可）
勤務時間…午前８時30分～午後１時
給与・待遇…時給 900円～ 労災加入
採用…随時

登録職員
職種…訪問介護登録ヘルパー
資格…ホームヘルパー２級以上
年齢…60歳まで（65歳まで就労可）
勤務時間…午前８時30分～午後４時
給与・待遇…時給 1,200円 労災加入
条件…業務中自家用車使用可能な方
採用…随時

職種…いきいきプラザ・子育て広場すくすくスタッフ
資格…不問（有資格者は優遇いたします。
）
条件…普通自動車免許取得
年齢…60歳まで（65歳まで就労可）
勤務時間…午前８時30分～午後５時の間（要相談）
給与・待遇…時給 830円～ 労災加入
採用…随時
◆勤務体系、時間等についてはご相談ください。
◆応募方法 履歴書（写真貼付）
・資格証明証（コピー）を下記へ送付
または電話連絡のうえ、直接持参してください。結果は
面接後本人に連絡します。
◆応募締切 随時
社会福祉法人 草津町社会福祉協議会
〒377-1711 群馬県吾妻郡草津町大字草津464番地28
総合保健福祉センター内
☎ 0279-88-1050
担当：土屋・一場
E －メール kusasyakyo@song.ocn.ne.jp
ＨＰ
http://www.kusatsu-shakyo.com/

いきいきプラザ草津
10月14日に、長野県上田方面にバス旅行にいってきました。真田ゆき
むら夢工房に寄り、雷電くるみの里で昼食をとり、海野宿を
散策してきました。
10月23日の健康フェスティバルには、皆さん
で製作した
「長寿の木」などを展示しました。
12月19日に、クリスマスイベントをしました。
すくすくと一緒に世代間交流を楽しみました。

子育てひろばすくすく
９月13日リズム＆リトミックでした !!
リズムに合わせて身体を動かして、親子で楽しみました (*^ ▽ ^*)
11月29日子育て講座
日々の子育てを振り返りながらみんなで楽しく学んでいます
12月13日
栄養士さんと一緒に簡単にできる Xmas メニューを作りました
美味しかったね！ ( *´ 艸｀ )

★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://www.kusatsu-shakyo.com/
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