下仁田町

下仁田小学校様より赤い羽根共同募金をいただきました。
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群馬県社会福祉大会

(左から浅川様、諸星様、永井様)

令和元年１１月２２日、昌賢学園まえばしホールにおい 【群馬県知事表彰】
て、令和元年度群馬県社会福祉大会が開催されました。
社会福祉事業等従事者
この大会は多年にわたり社会福祉の発展に功績等のあった
永井 征子
方々に感謝と敬意を表すると共に、
群馬県内の福祉活動の更な 【群馬県社会福祉協議会会長表彰】
る普及と社会福祉の一層の充実を図ることを目的としています。
社会福祉団体役職員功労者
下仁田町からも永年にわたり尽力された方々が表彰されま
浅川ヤチヨ、諸星セツ子
した。受賞者は次のとおりです。受賞された皆様、大変おめで
とうございます。
（順不同 敬称略）

群馬県シルバー人材センター連合会安全大会

令和元年１２月１０日、
群馬県社会福祉総合センターにおいて、
群馬
県シルバー人材センター連合会第３回安全大会が開催されました。
その大会において、
「安全・適正就業優良センター」
として、
昨年に引
き続き、
下仁田町シルバー人材センターが表彰されました。
この表彰は、ケガや物の破損などの事故発生率や事故強度率が基
準以下で３年間継続達成したセンターが表彰されます。
今後もケガや事故の無いように、
安全な作業を行っていきます。

令和２年２月７日、１００歳の誕生日を
迎えられた関口房吉様の自宅を訪問させて
いただき、町長、町議会議長、町社会福祉協
議会長より長寿をお祝いし、慶祝状と記念品
を贈呈しました。
いつまでもご健勝でありますことをお祈り
いたします。
関口房吉様

２

下仁田町社会福祉協議会会費報告

日本赤十字社協力会員会費
（活動資金）
報告
～ご協力ありがとうございました～

令和元年６月にお願いしました「令和元年度下仁田町社会福祉協議会会費」、並びに１１月にお
願いしました「令和元年度日本赤十字社協力会員会費（活動資金）」が、下記のとおり集まりましたの
でご報告いたします。
ご協力いただいた町民の皆様をはじめ、下仁田町区長会並びに会費の納入にご尽力いただきま
した各地区役員の皆様に心から感謝申し上げます。
下仁田町社会福祉協議会会費は、地区社協、各地区で実施する福祉事業、ボランティア活動事
業、
「下仁田町社協だより」の発行などの貴重な財源として使わせていただきます。
日本赤十字社活動資金は、
日本赤十字社群馬県支部を通じて、
日本赤十字社が実施している国際
救援活動や国内の災害救護活動、
また身近に行われている救急法などの講習普及事業、学校等で
行う青少年赤十字活動（ＪＲＣ）等、様々な活動の貴重な財源として使わせていただきます。
今後とも社協の地域福祉事業並びに赤十字の趣旨・事業活動に対し、皆様のご支援とご協力を
お願いいたします。
■令和元年度下仁田町社会福祉協議会会費
地区別

会員数

下仁田地区

892世帯

馬山地区
小 坂地区
西牧地区
青倉 地区
合計

■令和元年度日本赤十字社協力会員会費（活動資金）

会費額

地区別

協力会員数

4 4 6,0 0 0円

下仁田地区

880世帯

4 4 0,0 0 0円

633世帯

316,50 0円

馬山地区

626世帯

313,0 0 0円

478世帯

239,0 0 0円

475世帯

237,50 0円

414世帯

207,0 0 0円

395世帯

197,50 0円

318世帯

159,0 0 0円

314世帯

157,0 0 0円

2,735世帯

1, 367,50 0円

2,69 0世帯

1, 345,0 0 0円

小 坂地区
西牧地区
青倉 地区
合計

会費額

AED・災害救援車の配備を受けました
令和元年度、日本赤十字社群馬県支部よりAED（自動体
外式除細動器）１台と災害救援車１台を下仁田町分区に配
備していただきました。AEDの設置場所は旧小坂小学校玄
関です。
日本赤十字社群馬県支部では、災害や事故から人の命を
守る活動を推進し、その一環として各地に救護装備品を配
備しています。
今後、
有事や災害が発生しないことを願いますが、
万が一
発生した場合活用されることになります。

３

赤い羽根・歳末たすけあい募金報告
～ご協力ありがとうございました～
令和元年１１月にお願いしました「令和元年度赤い羽根募
金」、並びに１２月にお願いしました「令和元年度歳末たすけあ
い募金」が、下記のとおり集まりましたのでご報告いたします。
ご協力いただいた町民の皆様をはじめ、下仁田町区長会並び
に募金の納入にご尽力いただきました各地区役員の皆様、また
街頭募金にご協力いただきましたボランティアの皆様に心から
下仁田中学校様

街頭募金の様子

感謝申し上げます。
この募金は、群馬県共同募金会を通じて、県内の高齢者や障が
いのある方、児童・青少年の支援活動のほか、誰もが地域で安心
して暮らすための福祉のまちづくりの活動などにも役立てられて
います。下仁田町では来年度の敬老会等の福祉事業や、今年度歳
末見舞金贈呈事業の貴重な財源として使わせていただきます。
今後とも共同募金の事業活動をご理解いただき、ご支援ご協
力をお願いいたします。
（下記募金協力者：順不同・敬称略）

■令和元年度赤い羽根募金実績報告
募 金
別
頭
校
域

方 法
戸
募 金
街
募 金
学
募 金
職
募 金
合
計
【学校募金】 下仁田小学校

件
数
２，６９０世帯
１件
２件
２件
２，６９５件
１５，
９４９円

募 金 額
１，２９４，
９２０円
２３，８２３円
２５，５５９円
１５，３８４円
１，３５９，６８６円
下仁田中学校 ９，６１０円

■令和元年度歳末たすけあい事業実績報告
募 金 方 法
戸 別 募 金
職 域 募 金
個 人 募 金
団 体 等 募 金
合
計
【職域募金】 下仁田消防署
【団体募金】 甘楽郡西部佛教会

件
数
２，
７２７世帯
２件
１件
２件
２，
７３２件
７，６００円
８２，
９１４円

募 金 額
２７２，
７００円
１５，００８円
５，０００円
８９，２４０円
３８１，
９４８円
下仁田消防署西牧分遣所 ７，４０８円

配 分 種 別
対 象 者
募 金 額
準 保 護 世 帯
８世帯
８０，０００円
４人
２０，０００円
在宅ねたきり高齢者
１人
５，０００円
長期在宅患者
在宅重度障がい者
２２人
１１０，０００円
ひ とり親 世 帯
２世帯
１０，０００円
合
計
３７件
２２５，０００円
町民の皆様からご協力いただいた
「歳末たすけあい募金」
は、
下仁田町民生児童委員協議会のご協
力をいただきまして、
上記のとおり配分いたしました。
たくさんの温かい善意に厚く御礼申し上げます。
4

障がい者・ボランティア交流会

令和元年９月２６日、
下仁田町保健センターにおいて、
障がい者・ボランティア交流会を行いました。
交流会では、神戸梨枝子さんによる「心にしみる歌と朗読」
と題し、BGMをバックに詩の朗読や
キーボードの演奏で童謡を参加された皆さんと一緒に歌い、盛り上がりました。
また、役場福祉課包括
支援係の神戸恵美さん
による介護予防講座「楽
しく体を動かそう」と題
し、
「手 や 足 の 体 操」や
「口の体操」を楽しくご
指導いただきました。

～障がい者交流会に参加しませんか～

社会福祉協議会では、ボランティアグループ「まごころ会」の会員の皆さんと一緒に障がい者交流
会を年２回ほど実施しています。参加してくださる障がい者の方をいつでも募集していますので、
ご希望の方はぜひご連絡ください。

ひとり暮らし高齢者友愛訪問
令和元年１０月２８日、
町内の８５歳以上のひとり暮らし
高齢者に対し、
友愛訪問を行いました。
この事業は、
ボランティア
「まごころ会」
にご協力いただき、
ひとり暮らし高齢者の方を訪問し、
安否の確認や孤独感の解
消を図るために慰問活動を行っております。
また、事業実施前に下仁田町民生児童委員協議会のご協
力をいただき、慰問当日に在宅であるかの確認をしていた
だいた１２４名の方を訪問しました。
ひとり暮らし高齢者の方の元気な姿を確認することがで
き、笑顔で会話が弾みました。

老人クラブ連合会清掃奉仕活動
令和元年１１月５日、
吉崎バイパス周辺において、
清掃奉
仕活動を行いました。
下仁田町老人クラブ連合会の社会奉
仕活動として、
仲町の花壇の手入れや今回の清掃奉仕活動
を行っております。
当日は会員１４名の参加をいただき、
下仁田方面と馬山
方面の２班に分かれて活動を行いました。
少し汗ばむ陽気と
なりましたが、
水分を取りながら午前中いっぱい活動し、
収集
したゴミが軽トラックの荷台に山積みになりました。
会員の皆
様、
大変お疲れ様でした。
５

施設奉仕ボランティア
令和元年１１月２５日、特別養護老人ホーム
かぶらの里において、ボランティア「まごころ
会」と「絹の会」の皆さんにご協力いただき、
施設奉仕活動を実施しました。
清掃道具はかぶらの里の方に準備していただ
き、窓拭き等の清掃を行っていただきました。
ボランティアの方にしっかり清掃していただ
き、また、施設入所者の方と楽しく交流もする
ことができました。
ご参加いただいた皆様、本当にありがとうご
ざいました。

朗読ボランティア～広報テープをお届けします～
朗読ボランティアの皆さんが、主に広報しもにた等を
読み上げて、テープに録音したものを、視覚障がい者の
方へお届けしています。
テープを聞いてみたい、必要だと思う方やその家族の方
はぜひご連絡ください。

収集ボランティア
皆さんからたくさんのご協力をいただき、ありがとうござい
ます。社協では下記のものを収集し、様々な支援へ役立ててい
ますので、引き続きご協力をお願いします。
『収集物品』
使用済み切手
（余白 5～10mm、消印部分は切らない）
ペットボトルキャップ（よく洗ってください）
『協力者のご紹介』（受付順 敬称略）
常住寺、上信トラック、磯田市郎、上原建設、関口正浩、
伊藤とし子、福田富代

６

あたたかい心をありがとうございます

（令和元年９月～令和２年２月）

町内外の皆様からたくさんの寄附金を
いただきました。
（受付順 敬称略）

群馬県信用組合様

【寄附金】
下仁田歌謡ひまわり会
群馬県信用組合

50,000円
50,000円

生活上のお困りごと
私たち社会福祉法人にご相談ください！
なんでも福祉相談は、社会福祉法人による地域貢献事業です。どこに相談した
らよいかわからないといった生活や福祉に関する困りごとをいったん受け止めま
す。その上で、把握した内容を整理し、可能な範囲での支援対応を行います。対
応が難しい場合には、本事業のネットワークを活用し、より適切な支援先へつな
いでいきます。
下仁田町社会福祉協議会も登録している参加社会福祉法人には「なんでも福祉
相談員」がいますので、お気軽にお問い合わせください。

下仁田町社会福祉協議会
〒370-2622
群馬県甘楽郡下仁田町中小坂608
TEL 82-5491 FAX 82-5492
７

このステッカーが目印

福祉インフォメーション
ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

心配ごと相談

布団乾燥消毒サービス

一人で悩まずに「心配ごと相談所」
に気軽にご相談下さい。相談は無料。
相談内容は秘密厳守いたします。
■日時 毎月第１火曜日
午前９時～午後１時まで
■場所 下仁田町公民館
３階 相談室

寝具などの乾燥が困難な一人暮ら
しの高齢者を対象に月１回、布団乾
燥車両が自宅まで伺い、乾燥消毒サ
ービスを提供します。
希望する方は、役場福祉課包括支援
係までご相談下さい。
■利用料 １セット ３６０円

配食サービス

福祉車両貸し出し事業

一人暮らしの高齢者を対象に週１
回の食事
（昼食）を提供します。
希望する方は、役場福祉課包括支援
係までご相談下さい。

介護を必要とする高齢者や身体障
害者（児）で車椅子を必要とする人
に福祉車両を貸し出します。レ
ジャー・行楽・買い物・入通院など
の日常生活の便利を図るためにご利
用下さい。
■利用料 無料（ガソリン代は、
個人負担です）

■利用料

１食

３５０円

下仁 田 町シ ル バ ー人材 セ ン タ ー
高齢者（ 60 歳以上）の豊かな経験と能力を活かしてみませんか
シルバー人材センターとは
高齢者（６０歳以上）で、もう就職することは望んでいないが健康のため、生きがいのため何か仕事を
したいという方が会員となり、技能や経験を活かした地域社会をつくっていくことを目的とする組織です。
＊賃金は、時間当たりで計算してお支払いいたします。

会員募集
希望者はお気軽に連絡下さい。電話８２－５４９１

下仁田町社協だより 第44号

＊主な作業内容＊
・庭の除草 ・畑の除草
・草刈り作業 ・こんにゃく植え
・ネギ植え ・庭木の剪定
・部屋の清掃 ・管理作業

〒370-2622
群馬県甘楽郡下仁田町中小坂608
TEL 0274-82-5491 FAX 0274-82-5492
製作／荒瀬印刷株式会社

