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第148号 社会福祉法人　前橋市社会福祉協議会
前橋市日吉町二丁目17-10
前橋市総合福祉会館3階

令和２年12月15日

　市社協では、支え合いの活動を進めていく圏域を町単位として、令和２年度から「町
社協設立モデル事業」を始めました。町社協は、住民主体の支え合い活動を具体的
に進めることを目的としています。
　また、「支え合いの手引き」を作成し、町社協の設立から住民が主役となって地域
の生活課題を解決できる仕組みづくりまでをわかりやすく解説し、活用しています。
現在、21か所の町が町社協設立モデル事業に取り組んでいます。
　今後、町社協活動が市内全域に広がり、定着するよう市社協も尽力していきます。

モデル指定を受けた２つの町の取り組みについて紹介します。

【芳賀地区】

小坂子町の取り組み
～町の福祉活動の一元化を図ります～

　「住んで良かった郷土づくり」に向けて、
小坂子町社会福祉協議会が設立されまし
た。既存のサロンや見守り活動を含めた
今後の活動方針を話し合っていきます。

【桂萱地区】

堀之下町の取り組み
～できることから始めています～

　日常的なゴミ出し支援の展開に向け、
自治会や民生委員のほか、子どもサロン
の代表者なども含めたメンバーで打ち合
わせを進めています。

ちょっとした困りごとを住民同士で支え合う
町社協設立モデル事業がスタートしました
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　「歳末たすけあい募金運動」は、新たな年を迎える時期に支援が必要な方が地域で安心して暮らせ
るよう、毎年 12月１日から実施している募金運動です。
　この運動によって寄せられた善意は、前橋市内の福祉施設の年末行事やお正月行事に対する助成配
分をはじめとして、身近な地域福祉サービス事業に配分され、地域福祉の向上に大きく貢献しています。
　前橋市支会では、お預かりした募金を「交流・見守り・支え合い」の住民主体の活動に対して配分
し、その活動を支援しています。
　特に今年度は、従来のふれあい・いきいきサロン事業や見守り活動推進事業に加え、町ごとの支え
合い活動を進めるため、住民主体の組織の設立を推進する、「町社協設立モデル事業」への配分を追
加しました。
　今年度も多くのみなさまのご協力をお願いいたします。

「地域歳末たすけあい募金」
にご協力をお願いします

【問い合わせ】
共同募金会前橋市支会 事務局（市社協 地域福祉係内）☎ 027-237-1142

地域福祉施設年末年始事業
児童クラブきらきらでの餅つきの様子

地域福祉施設年末年始事業
泉荘でのクリスマス会の様子

南町四丁目での支え合い活動の様子 西善町矢田での見守り支援活動の様子 下川淵地区でのオンラインによる
子育てサロン事業の様子

【令和２年度歳末募金配分事業】

町社協設立モデル事業

ふれあい・いきいきサロン助成事業

見守り活動推進事業

買物支援事業

住民参加型在宅福祉サービス事業

ボランティアリーダー育成強化事業

福祉教育基盤整備事業

生活困窮者に対する食糧等配布事業

地域福祉施設年末年始事業
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職種 資格等 時給・休日 手当 提出書類・試験等 勤務地 人員 受付

非常勤
ホームヘルパー

ヘルパー２級、
初任者研修
以上

生活・家事援助
945円～1,125円
身体介護

1,125円～1,305円
時間外手当あり
法定休日+応相談

訪問：１ケース /70円
処遇改善金：時給に
100円加算

移動：1㎞ /26円
燃料：1㎞ /16円

他

履歴書
資格者証の写し

書類提出後
面接試験を実施

30時間
（社会保険）

20時間
（雇用保険）

16時間
（扶養の範囲内）

市内
(主担当地域は
応相談 )

若干名 随時募集

非常勤
デイサービス
介助員

不問
福祉系資格が
あればなお可

1,090円～
日曜日、年始
（時間要相談）

通勤、処遇改善金、
送迎

通勤手当は
距離により支給

樋越いこいの家
デイサービス
センター

（樋越町361-2）

若干名
募集人員
に達した
時点で
終了

嘱託
ケアマネジャー

介護支援
専門員

月額178,000円～
土・日、祝日、
年末年始

（9:00～ 16:00）

通勤、時間外

履歴書
資格者証の写し

書類提出後面接
試験を実施

介護事業課
（日吉町2-17-10）

若干名

非常勤介護職員募集情報 問い合わせ：介護事業課　☎ 027-237-1113

入職後も研修が充実しているので安心して勤められます

老人福祉センター及びみやぎふれあいの郷では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため「新しい生活様式」

を実践しながら安全・安心にご利用いただけるように努めています。コロナ禍において、フレイル（虚弱）を予防し、
いきいきと健康に過ごしていただくための様々な取り組みを行っています。
　毎日実施しているピンシャン元気体操では、口周りの筋力を維持するためのお口アップ体操やイスに座って関節
の動きや血液循環をよくするストレッチ等を行っています。新たに今年度から、「ピンシャン元気体操スタンプラ
リー」を始めました。自分の頑張りが目で見てわかり毎日の励みや達成感に繋がるという声をいただいております。
　また、定期的に体脂肪率や筋肉量などを測定できる体組成測定会も行っています。測定結果は、「健康・あんし
ん手帳」に綴ることができ、日々の血圧測定記録とともにご自身の健康管理に役立てることができます。（「健康・
あんしん手帳」は、各施設で配布しています）その他にも、機能訓練室もご利用いただけます。
　心身の健康維持に、是非、老人福祉センター及びみやぎふれあいの郷をご利用ください。

　皆さまの健康維持や毎日の体力づくりの様子をご紹介します。

～健康維持や体力づくりの一助に～～健康維持や体力づくりの一助に～　老人福祉センター・みやぎふれあいの郷老人福祉センター・みやぎふれあいの郷

毎日の体操は
元気の活力！

ピンシャン街道
目指せ！

体操 250回！

シールが増えると
達成感もアップ！

＜ピンシャン元気体操とスタンプラリー＞

＜体組成測定会＞
定期的に体をチェック

看護師からの
アドバイスもあります
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■心配ごと相談所　　　　　 ☎027-237-5006
相談内容：日常生活上のあらゆる心配ごと
開設日時：月曜日～金曜日（祝日は除く）13時～15時
場　　所：前橋市総合福祉会館３階
相 談 員：各分野の学識経験者等
相談方法：電話相談または面接相談
※前橋市社協大胡支所で開設（要予約制）
　奇数月第２水曜日、13時～15時　☎027-283-2001
※老人福祉センターで開設（13時～ 15時）
　令和２年12月24日（木）　おおとも老人福祉センター

　☎027-252-3077
　令和３年１月28日（木）　しきしま老人福祉センター

　☎027-233-2121
　令和３年２月25日（木）　ひろせ老人福祉センター

　☎027-261-0880

■高齢者電話訪問・相談センター ☎ 027-237-5110
相談内容：高齢者やその家族の悩み、電話訪問による
　　　　　ひとり暮らしの高齢者の不安解消
開設日時：月曜日～金曜日（祝日は除く）
　　　　　9時～16時（12時～13時は除く）
相 談 員：専任の相談員
相談方法：電話相談

■権利擁護・成年後見相談所 ☎ 027-237-1261
相談内容：高齢者・障がい者の成年後見制度利用、
　　　　　財産管理、相続、今後の生活等について
開設日時：月３回　10時～12時
　　　　　（開催日はご確認ください）
場　　所：前橋市総合福祉会館３階
相 談 員：弁護士・司法書士・社会福祉士
※詳しくは生活支援係まで

無料相談所のご案内

ありがとうございます

あたたかいこころ

前橋市社会福祉協議会
日吉町2-17-10　前橋市総合福祉会館3階
☎027-237-1112  FAX 027-219-0337
http://www.mae-shakyo.or.jp

前橋市社会福祉協議会 大胡支所
☎027-283-2001  FAX 027-283-2448

前橋市社会福祉協議会 宮城支所
☎027-280-2230  FAX 027-280-2238

前橋市社会福祉協議会 粕川支所
☎027-285-3801  FAX 027-285-3817

前橋市社会福祉協議会 富士見支所
☎027-288-6113  FAX 027-288-6893

困

った
ときは

いつでも
お気軽に
どうぞ

ありがとうございました。
令和２年８月１日から令和２年10月30日までを掲載します。
（敬称略 ･順不同）

■金銭の部　　　　　　　　　　　　　　　    合計33,440円
氏名 ･団体名（敬称略 ･順不同）　　　　　　　　　　　金  額（円）

キラメキの会…………………………………………………… 3,000
ワークマン前橋西片貝店………………………………………20,000
魚健お客様一同 …………………………………………………10,440

■物品の部
氏名 ･団体名（敬称略 ･順不同） 寄付物品    

原澤 正司 ……………………………… 敷布団4枚、掛け布団4枚
第一生命労働組合 群馬営業職支部 ………………… タオル239枚
明治安田生命保険相互会社 前橋営業所 …………… タオル283枚
田波 久江 ……………………………………………………日用品一式
アイティーエコロジーサービス株式会社…………………洗濯機１台
ワークマン前橋西片貝店……………………… 帽子18個、靴11足
前橋ボランティア連絡会………………………………………日用品等
山田 宮二 ………………………………… チューリップ球根300球
大谷 吉伸 ……………………………………… 切りバラ約2,450本

次の方から合計107.9kgのプルタブ・アルミ缶をいただきました。
金光教前橋教会やつなみボランティア／NPO法人ｍｓｋ．Dreams
／タイムの会／大竹 明菜／プライムフーズ株式会社／岩沼 宣夫
／大蓮寺 蓮池光洋

令和2年4月1日から令和2年10月30日までの寄付合計
一般寄付金　　　　　　 219,505円
指定寄付金　　　　　　 250,000円
あたたかいこころ募金　   19,049円
プルタブ・アルミ缶合計　199.6kg

第一生命労働組合
群馬営業職支部様

明治安田生命保険相互会社
前橋営業所様

ボランティアさんを
ご紹介します（第14回）

～原町だんべえ会～

　原町だんべえ会は、平成７年に前橋まつりで「前橋だ
んべえ踊り」が誕生したのをきっかけに、天川大島町原
町自治会で「前橋だんべえ踊り」の参加を目的に発足し
ました。
　現在は、だんべえ踊りのほかに、エイサーやよさこい
踊り、創作ダンスを取り入れ、福祉施設の訪問活動や、
市内のイベント等に積極的に参加しています。
　会員は、練習の成果を見てくれる皆さんの笑顔を張り
合いに、活動を続けています。
　踊り披露の希望や、活動に興味のある方はボランティ
アセンターまでお問い合わせください。

問い合わせ：ボランティアセンター　☎027-232-3848

成年後見セミナーを開催します
日時：令和3年 2月 16日（火）13時 30分～ 15時
　　　令和3年 3月 13日（土）13時 30分～ 15時
場所：前橋市総合福祉会館 ３階 第１・第２会議室

参加を希望される方は、生活支援係までお問い合わせく
ださい。※先着50名。

問い合わせ　生活支援係　☎  027-237-1261


