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「一人ひとりが思いやり安心して暮らす村づくり」「一人ひとりが思いやり安心して暮らす村づくり」
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平成２９年度社会福祉協議会決算報告と事業報告
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8,470

59,310

●安全安心むらづくり事業
・見守りネットワーク住民支え合いマップ作成
  （全村、参加者209名）
  [除雪支援体制ネットワーク事業除雪体制確認、
　　　　　　　　　　　　　　　除雪重点箇所共有]
・村防災訓練参加（避難行動支援）
●ふれあい・いきいきサロン（高齢者）事業
・ふれあい・いきいきサロンの開催
 （21地区、250回開催）
●コミュニティサロン「ハナミズキ」事業
・榛東さいとう医院（旧療養型病棟【毎週水曜日開催】）
●小学生見守り事業
●子育てサロン支援事業
●子育てボランティア支援事業
●であい夢プロジェクト事業
   （独身者への出会いの場提供）
●日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）
●寝たきり老人等布団丸洗いサービス事業
●福祉機器貸与事業（無償貸与）
   ［ギャッチベッド・車椅子］
●低所得者等対策事業
   ［小口生活資金・緊急食料提供事業・生活福祉資金］

●相談事業
　［無料法律相談、心配ごと相談、在宅介護相談等］
●広報事業　
　社会福祉協議会広報紙「夢21…」発刊
　社会福祉協議会ホームページ随時更新

支え合い、一人ひとりがつながる村づくり
《情報収集・発信》

●ボランティア教室、ボランティア団体活動援助、
　ボランティア活動
　・応急手当普通救命（AED）講習会（防災ボランティア）
　・防災ボランティア視察研修
　・ボランティア・カウンセラー育成講座
◆国交省「雪処理の担い手の確保・育成のための克雪体制体制調査事業」
・榛東村除雪支援体制ネットワーク会議　参加者23名
・榛東村除雪安全パンフレット作成会議　延べ参加者13名
・除雪資材配布（カチ割スコップ　48本）
・中山間地域除雪支援体制研修会　参加者19名
・除雪支援体制ネットワーク関係者村内除雪　　 
・上州雪かき道場2018　参加者総数69名
・除雪安全パンフレット村内毎戸配布
●世代間交流事業
●在宅介護者教室
●福祉教育
・敬老はがき励まし事業
・南北小学校運動会老人招待事業
・南小学校福祉体験学習・講座（障害・共生社会について、手話教室）
・北小学校福祉体験学習・講座
 （ふくし学習、車椅子バスケットボール体験、手話教室、デイサービス見学・交流）
・北小1年生昔遊び（民生児童委員、長寿会協力、シルバー人材協力）
・中学校１年生福祉講座（盲導犬ふれあい教室）
・中学校２年生福祉講座（手話教室）

一人ひとりの想いをかたちにする村づくり
《互いに学び育む》

協働による安全・安心な村づくり
《支援活動の充実》

●民生委員児童委員協議会との連携援助
●安心カード設置事業及びしんとう便利電話帳事業
・安心カード設置情報更新・報告
・しんとう便利電話帳配布

つながりが生み出す
ふれあい豊かな村づくり
《みんなの知恵を絞り出す》

●共同募金活動［歳末たすけあい募金実施］
●村共催「敬老会」（対象者70歳以上、2,578名）　
●戦没者追悼式開催　村共催［戦没者慰霊祭］
●戦没者遺族靖国神社参拝事業
●母子・父子児童福祉事業［親子ふれあい交流事業］
  （新潟県マリンピ日本海）
●障害福祉事業［障害者健康教室（教育委員会共催）］
●善意銀行の運営

地域福祉事業

●榛東村福祉センターささえの家
●しんとう温泉ふれあい館

指定管理事業

●一人暮らし老人等事業
・一人暮らし老人等配食サービス
・一人暮らし老人保養事業
●老人福祉事業・身体障害者等事業
・訪問介護事業〈老人〉
 （生活支援型ホームヘルプサービス事業）
・紙おむつ配布事業
・ミニデイサービス事業
・福祉車両貸付事業

村委託事業
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・榛東村除雪支援体制ネットワーク会議　参加者23名
・榛東村除雪安全パンフレット作成会議　延べ参加者13名
・除雪資材配布（カチ割スコップ　48本）
・中山間地域除雪支援体制研修会　参加者19名
・除雪支援体制ネットワーク関係者村内除雪　　 
・上州雪かき道場2018　参加者総数69名
・除雪安全パンフレット村内毎戸配布
●世代間交流事業
●在宅介護者教室
●福祉教育
・敬老はがき励まし事業
・南北小学校運動会老人招待事業
・南小学校福祉体験学習・講座（障害・共生社会について、手話教室）
・北小学校福祉体験学習・講座
 （ふくし学習、車椅子バスケットボール体験、手話教室、デイサービス見学・交流）
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一人ひとりの想いをかたちにする村づくり
《互いに学び育む》

協働による安全・安心な村づくり
《支援活動の充実》

●民生委員児童委員協議会との連携援助
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・安心カード設置情報更新・報告
・しんとう便利電話帳配布

つながりが生み出す
ふれあい豊かな村づくり
《みんなの知恵を絞り出す》

●共同募金活動［歳末たすけあい募金実施］
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地域福祉事業

●榛東村福祉センターささえの家
●しんとう温泉ふれあい館

指定管理事業

●一人暮らし老人等事業
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●老人福祉事業・身体障害者等事業
・訪問介護事業〈老人〉
 （生活支援型ホームヘルプサービス事業）
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・ミニデイサービス事業
・福祉車両貸付事業

村委託事業

見守りネットワーク
マグネットシール



　8月2７日、ふれあい館グラウンド・ゴルフ場において 「第１３回社会福祉協議
会会長杯争奪グラウンド・ゴルフ大会」が開催されました。
　猛暑の中、団体１３チーム総勢１２１名の選手が集まり、親睦を図りながら暑さ
に負けない競技が行われました。

　8月2７日、ふれあい館グラウンド・ゴルフ場において 「第１３回社会福祉協議
会会長杯争奪グラウンド・ゴルフ大会」が開催されました。
　猛暑の中、団体１３チーム総勢１２１名の選手が集まり、親睦を図りながら暑さ
に負けない競技が行われました。

○団　　体　優　勝　第５区チーム　準優勝　第９区チーム　第三位　第７区チーム
○男子個人　優　勝　斉藤末秋　　 準優勝　浅野文夫　 　 第三位　大塚義男
　　　　　　第四位　細野長盛　　 第五位　小山常一
○女子個人　優　勝　岡部阿以　　 準優勝　青木歌子　 　 第三位　七五三木いち　
　　　　　　第四位　天野純子　　 第五位　斉藤敏子

グラウンド・ゴルフ大会社会福祉協議会長杯争奪グラウンド・ゴルフ大会社会福祉協議会長杯争奪

優　勝（第５区） 準優勝（第９区） 第三位（第７区）優　勝（第５区） 準優勝（第９区） 第三位（第７区）

　昼食は、ホテルのランチバイキングで海が見
える会場での食事は親子だけでなく参加者同
士の会話も弾み楽しい交流の時間となったよ
うです。
　最後に羽田空港へ向かい展望デッキから離
着陸する飛行機やスタッフの姿も見ることがで
き記念写真を撮る親子の姿もありました。
　帰りの車内では一日を振り返って思い出に残
ったことなど感想をいただきました。

　村内在住の若年母子･父子家庭を対象に母
（父）と子の交流を深め、家庭相互の親睦や家
庭の自立促進を図ることを目的に「親子ふれ
あい交流事業」を開催し、７組の家族が参加さ
れました。

　昼食は、ホテルのランチバイキングで海が見
える会場での食事は親子だけでなく参加者同
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　村内在住の若年母子･父子家庭を対象に母
（父）と子の交流を深め、家庭相互の親睦や家
庭の自立促進を図ることを目的に「親子ふれ
あい交流事業」を開催し、７組の家族が参加さ
れました。
　今回は、「東京都葛西臨海水族園」を訪れ、
水族館では実際に生き物とふれあえるコーナ
ーもあり、子ども達も大喜びでした。

親子ふれあい交流事業親子ふれあい交流事業 介護保険事業

●居宅介護支援事業（ケアプラン作成等）
●訪問介護事業（ホームヘルプサービス）
●介護予防訪問介護事業（ホームヘルプサービス）
●通所介護事業（デイサービスセンター）
●介護予防通所介護事業（デイサービスセンター）
●介護保険利用者外出行事（新潟県せんべい王国他）

●居宅介護事業（身体障害者等ホームヘルプサービス）
●デイサービス事業（身体障害者等デイサービス）

介護保険事業

居宅介護事業

介護実践出前講座 （各区いきいきサロン　受講者７９名）

　催し物では、フラダンスグループ「ハウケ
ア」の方々によるフラダンスで会場が一気
に常夏の空気に包まれ華やかな衣装とダ
ンスにうっとりと魅了されておりました。
　最後に練習をしてきた炭坑節と榛東音頭
を踊り大盛り上がりのうちに夏のひとときが
幕を閉じました。

　デイサービスセンターでは、 8月２５日に
「夏祭り」を開催しました。
　大勢の利用者に参加いただき、乾杯の発声
とともに賑やかにスタートしました。 テーブル
には定番の焼きそばや焼きまんじゅうが並び
参加者も舌鼓を打たれ「やっぱり焼きたてが
おいしいね」と大好評でした。

夏祭り
デイサービス

夏祭り
デイサービス

夏祭り
デイサービス

夏祭り
デイサービス

支出の部 収入の部

人件費支出 40,843 介護保険
事業収入 49,490

事業費支出 7,356 障害福祉サービス
等事業収入 484

事務費支出 941 補助事業収入 2,180

その他の
活動支出 1,622 受取利息

配当金収入 1

施設整備等
支出 1,415 その他収入 116

その他の
活動収入 4,568

前期末支払資金
残高 9,348

支出合計 52,177 収入合計 66,187

（単位：千円）
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夏休みだ～みんな集まれ!!

　7月2５日から子ども達の夏休みにおける「居場所、みんなで宿題解決の場」として、たくさんの子
ども達が宿題を持ってハナミズキを利用していました。 習字やドリルの宿題を黙々と取り組み、休
憩時間はおじいちゃんやおばあちゃんの部屋へ移動し、 ゲームやおしゃべりを楽しんでいました。

コミュニティサロン「ハナミズキ」コミュニティサロン「ハナミズキ」

暑さを吹き飛ばそう!!
　毎年恒例となったママボランティア「ほっこりん」の協
力により 「かき氷大会」を開催しました。
　色々な味のシロップとトッピングが準備され子ども達
もおじいちゃん、おばあちゃんも自分だけのオリジナルか
き氷を味わいながら「夏はかき氷がいいね」「懐かしいね」
「この味は食べたことがない」など賑やかな楽しんでいる
会話も聞こえてきました。

　毎年恒例となったママボランティア「ほっこりん」の協
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会話も聞こえてきました。

　福祉センターささえの家では年間4種類の花を種蒔
きから移植まで利用者の方だけでなく保護者の協力も
得ながら栽培しています。夏のマリーゴールドと日々草
は多くの方から大好評で短期間完売となっております。
　ご協力ありがとうございました。

　福祉センターささえの家では年間4種類の花を種蒔
きから移植まで利用者の方だけでなく保護者の協力も
得ながら栽培しています。夏のマリーゴールドと日々草
は多くの方から大好評で短期間完売となっております。
　ご協力ありがとうございました。

福祉センター ささえの家福祉センター ささえの家

村内在住で在宅介護されている方に福祉機器を無償で貸し出しています。
＊介護用ベッド（手動式タイプ）　　＊車椅子（子供用もございます）

村内在住で在宅介護されているご家族の方に福祉車両の貸し出しを行っています。

◆貸し出し期限はございません。必要な期間ご使用ください。
　なお、長期入院入所などの場合は一度返却をお願いいたします。

◆ご利用にあたり、入所施設からの通院はご利用できませんのでご注意ください。

必要になった時
ご相談下さい

◆使用料…無料
◆ガソリン代…自己負担
◆ご利用回数…原則月2回まで、1回のご利用について2日以内
◆お申込期間…利用される日の1ヶ月前から5日前までにお願い致します。

※福祉機器の貸し出しは社会福祉協議会の会員様（社協会費納入の方）限定とさせていただいております。
　社協会費とは、各区区長様のご協力のもと年間１，０００円（前期・後期500円）を納入している会費です。

福祉機器

福祉車両

お寄せいただいた善意お寄せいただいた善意

狩野　正代 バスチェア

榛東カラオケ愛好会会長　安田好男
楽集センター親善ゴルフ
匿名
チャリティーボックス
一般社団法人日本善行会群馬県北毛支部
榎　本　靜　子
髙　橋　正　雄
北群馬サンセルフ

30,000
145,000
60,233
6,063
50,000
30,000
10,000
5,000

株式会社オーケーコーポレーション
匿名
産業祭チャリティーボックス
匿名
匿名
匿名
榛東村心身障害者父母の会

500,000
39,564
10,007
16,000
34,500
59,692
7,816

※平成29年4月～平成30年3月　受付順・敬称略

あたたかいこころありがとうございますあたたかいこころありがとうございます

浄財の部（単位：円）

物品の部 ※お寄せいただいた善意は、デイサービスセンター等の施設に
おいて、また福祉機器(ベッドや車椅子など)の購入等の貴重
な財源として活用させていただいております。
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相続や金融等法律に関することなら･･･

村民無料
法律相談所
●日　時　毎月第４金曜日
　　　　　午後１時３０分～午後４時３０分（１人３０分）
●場　所　福祉センターささえの家「ボランティア室」
　　　　　（ふれあい館西）
●相談員　群馬弁護士会員　弁護士

日　　時 定　員

10月26日(金) ６名

11月２2日(木) 〃

12月21日(金) 〃

 1月２5日(金) 〃

 2月22日(金) 〃

 3月２2日(金) 〃
＊１回につき６名までの完全予約制となっております。
  必ず電話予約をお願い致します。
  （予約時間は平日午前９時～午後５時まで）

日常生活の心配ごとや悩みごとなら…

心配ごと相談所
日常生活の心配ごとや悩みごとなら…

心配ごと相談所
●日　時　毎月第２金曜日（12月第１金曜日）　午後１時３０分～午後４時
●場　所　福祉センターささえの家「ボランティア室」（ふれあい館西）
●相談員　民生児童委員、人権擁護委員から構成され、相談に応じています。

介護保険事業へのご意見・
ご要望をお聞かせ下さい
　皆様からの声を今後のサービス向上へとつなげてゆきたいと考えています。
　些細な事でも結構ですので、お気付きの点がございましたらお気軽にお寄せ下さい。

村民無料法律相談予定表
（１１月第４木曜日・１２月第３金曜日）
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