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　１月24日（金）から２月19日（水）の間に、村内各　１月24日（金）から２月19日（水）の間に、村内各
地区で健康づくり教室が開催され、152名の方に参加地区で健康づくり教室が開催され、152名の方に参加
していただきました。今回は昨年に引き続き、㈱ジーしていただきました。今回は昨年に引き続き、㈱ジー
シーシースタッフの方を講師にお招きし「楽しく挑シーシースタッフの方を講師にお招きし「楽しく挑
戦！脳の若返りトレーニング」を行いました。タブ戦！脳の若返りトレーニング」を行いました。タブ
レットを使った脳トレやゲームなどを中心に教室がレットを使った脳トレやゲームなどを中心に教室が
進められましたが、最初はタブレットに難色を示し進められましたが、最初はタブレットに難色を示し
ていた参加者も、実際に触れ、操作をしてみることで、ていた参加者も、実際に触れ、操作をしてみることで、
簡単に使えることが分かり、笑い声が溢れる教室に簡単に使えることが分かり、笑い声が溢れる教室に
なりました。最後には、参加者から「とても楽しかっなりました。最後には、参加者から「とても楽しかっ
た」とたくさんの声をかけていただきました。た」とたくさんの声をかけていただきました。

　健康づくり教室

この機関紙は、共同募金の配分金が一部使われています。

☎
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令和２年度 社会福祉法人嬬恋村社会福祉協議会事業計画
　令和２年度の事業計画と予算が３月の理事会・評議員会で承認されましたのでお知らせします。

① 働き方改革の着実な実行
② 事業所間連携強化・サービス向上による利用者確保
③ 人材確保、処遇改善等による運営基盤強化
④ 非常災害時の対応策の一層の促進

◇法人運営の安定化

◇地域福祉事業の推進
地域福祉

①行政との連携による地域福祉計画・福祉活動計画策定
②地域包括ケアシステムの基盤づくり
③生活支援体制整備の普及促進
④居場所づくりとしての水曜食堂の定着化
⑤ホームページの充実、社協だより「ほほえみ」等に
よる情報発信
⑥福祉フェスティバルの開催
⑦各種福祉団体への助成と活動支援

身障連合会、老人クラブ、手をつなぐ育成会、遺族会、
ボランティア連絡協議会、すずらんの会（介護者の会）

⑧ボランティアセンターの運営
ボランティアの育成、入門講座の開催と災害ボラン
ティアの育成、講演会の開催、エコキャップ収集運動
買い物支援・移動支援ボランティアの育成　傾聴
ボランティアの育成

⑨地域福祉活動計画の推進
⑩結婚推進事業への協力
⑪介護講習会の実施
⑫災害時要援護者支援・小地域ネットワークづくり
⑬消費生活相談事業
⑭ふれあいいきいきサロンの支援・協力
⑮民生委員児童委員会との連絡・調整
⑯群馬県ふくし相談支援事業の推進
⑰共同募金運動への協力

児童福祉

①子育てに関する活動（サロン等）への支援
②子育て支援のための遊具、遊び場整備への補助
③幼児・児童のための遊具等貸出

障がい福祉

①なかよしクラブの活動支援
②障害者余暇活動の開催（アトリエもく、カラオケ、ダ
ンス・ダンス・ダンス）
③身体障がい者の交流事業支援
④障がい者福祉検討会の実施
⑤活動支援のためのリフトカー及び福祉用具の無料貸
出

母子父子福祉

①ひとり親家庭激励事業
②広報誌「ほほえみ」等を通じた支援策の情報発信

要援護対策

①生活福祉資金の受付・相談
②日常生活自立支援事業の実施
③生活困窮者自立相談支援事業の普及・相談
④生活困窮者等慰問事業の実施
⑤成年後見制度への研修参加

福祉教育

①福祉教育推進事業の助成
②福祉入門体験学習・職場体験、介護実習の受け入れ
③福祉ふれあい教室の開催

老人（在宅）福祉

①高齢者等安否確認事業の実施
②一人暮らし老人防火対策
③介護者の集いの拡充
④無料配食サービス・友愛訪問事業（年３回）
⑤認知症対策としての「ほほえみカフェ」の継続によ
る相談支援体制の充実
⑥健康づくり教室（介護予防）の実施
⑦フレイル予防教室の実施
⑧買い物支援事業の拡充
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受託事業

①嬬恋村デイサービスセンター管理業務
②嬬恋村高齢者福祉事業
・給食サービス　・一般高齢者介護予防事業
・家族介護教室　・軽度生活援助事業
・介護予防啓発事業
③生活支援体制整備事業
④総合相談支援事業
⑤嬬恋村紙オムツ等支給事業
⑥一人暮らし老人の保養事業
⑦産前産後ヘルパー派遣事業
⑧身体障がい者(児)の訪問入浴事業・デイサービス事業
⑨シルバー人材センター運営事業

①通所介護相当サービス
　要支援者を対象に食事や入浴健康状態の確認等日常生
活上の支援
②訪問介護相当サービス
　要支援状態の維持改善、自立した日常生活を営むこと
ができるよう支援
③居宅介護支援

◇介護予防・日常生活支援総合事業

①通所介護
　介護度に応じたプログラム提供によるデイサービス
の運営
②訪問介護
　身体介護と生活援助を中心としたホームヘルプサー
ビスの実施
③訪問入浴介護
　訪問入浴車による利用者のご自宅での入浴サービスの
実施
④居宅介護支援
　介護支援専門員による介護サービス計画の作成、管理

◇介護保険事業

障害者デイサービス・居宅介護（ホームヘルプ）・重度
訪問介護・同行援護・移動支援
＊ 特定相談支援事業
①障害者からの基本相談
②障害者へのサービス等利用計画作成・管理

◇障害者福祉サービス事業

移動制約者に対する移送サービス

◇福祉有償運送事業

令和２年度

社会福祉法人嬬恋村社会福祉協議会資金収支予算
（単位：千円）

勘　定　科　目 当初予算額 勘　定　科　目 当初予算額

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

会費収入 3,237 施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支

収
入

施設整備等補助金収入 0

寄附金収入 900 施設整備等収入計（４） 0

経常経費補助金収入 32,540
支
出

固定資産取得支出 350

助成金収入 32 ファイナンス・リース債務の返済支出 2,083

受託金収入 19,162 施設整備等支出計（５） 2,433

事業収入 225 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） △2,433

負担金収入 8,421

そ
の
他
の
活
動
に
よ
る
収
支

収
入

積立資産取崩収入 1,000

介護保険事業収入 125,644 事業区分間繰入金収入 0

障害福祉サービス等事業収入 6,076 拠点区分間繰入金収入 7,759

その他の事業収入 12,700 サービス区分間繰入金収入 12,532

受取利息配当金収入 8 その他の活動による収入 0

その他の収入 290 その他の活動収入計（７） 21,291

事業活動収入計（１） 209,235

支
出

積立資産支出 1,000

支
出

人件費支出 147,832 事業区分間繰入金支出 0

事業費支出 43,530 拠点区分間繰入金支出 7,759

事務費支出 6,168 サービス区分間繰入金支出 12,532

共同募金配分金事業費 2,035 その他の活動による支出 6,591

助成金支出 350 その他の活動支出計（８） 27,882

負担金支出 289 その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） △6,591

その他の支出 7 予備費支出（10） 0

事業活動支出計（２） 200,211
当期資金収支差額合計（11）＝（３）＋（６）＋（９）－（10） 0

事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） 9,024
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令和２年度　嬬恋村社会福祉協議会組織図
令和２年４月１日

高齢になっても障がいを抱えていても、病院に通ったり、旅行に行きたい、
買い物に出かけたい…
そんなご本人様やご家族様の支援をさせていただきます。
嬬恋村社会福祉協議会では、福祉車輌ご希望の方に、無料（ガソリン代の
み実費負担）にて貸出しをしております。
お気軽にお問い合わせください。
例）病院への通院時　家族で買い物や旅行に出かけるとき
　　病院から病院へ転院するとき
　　施設、病院からご自宅へ外泊、退所、退院するとき　など

車
輌
（
車
種
）

アトレースロ－パ－
（軽自動車）　定員４名

車椅子のまま乗車していただけます。

タント
（軽自動車）　定員４名

助手席がリフトタイプです。乗降が
楽に行えます。

ハイエ－ス
（ワンボックス）　定員９名

車椅子・ストレッチャ－で乗車して
頂けます。

セレナ
（ワンボックス）　定員６名

車椅子のまま乗車していただけま
す。

申込みの手順
　まずは、電話で車輌の予約状況をご確認く
ださい（予約は電話で受け付けることができ
ます）。来所時に申請書に必要事項をご記入
していただきます。
※利用日の３営業日前までに申込んで下さい。

問い合わせ先　96-1611
　　　　　　（平日：８：30～17：30）

福祉車輌（リフト付き）貸出ししています‼
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【認知症カフェ】

～年間予定～

日　時：毎月第３金曜日

午前９時30分～12時

場　所：いきいき交流センター（嬬恋村商工会隣り）

内　容：お茶を飲みながらおしゃべり

折り紙・足湯・講話・体操・絵手紙　などなど

　※介護相談も随時行っています。

○問い合わせ先

　嬬恋村地域包括支援センター　電話：９６－１３３６

　嬬恋村社会福祉協議会　　　　電話：９６－１６１１

　すずらんの会（介護者の会）　 電話：９６－１６１１

出入り自由☆
気軽にお立ち寄りください♪

２０２０年

　４月17日　　５月15日　　６月19日　　７月17日

　８月21日　　９月18日　　10月16日　　11月20日

　12月18日

２０２１年

　１月15日　　２月19日　　３月19日㈭

令和元年度　嬬恋村社会福祉大会　
　予定していた嬬恋村社会福祉大会は、新型コロナウイルス感染症の拡大が懸念されるため中止となり、社会福祉活動の発展
に功労のあった個人、企業の方々には、個々に表彰状や感謝状を伝達させていただきました。
　福祉活動の推進にご尽力された皆様に改めて感謝申し上げ紹介をさせていただきます。

１　社会福祉功労者表彰・感謝状贈呈　（敬称略）

表彰の部
◎在宅ねたきり老人等介護者
　西　窪　　　渡辺　しん 　芦生田　　　干川　茂一

◎民生委員功労者
　田　代　　　松本みさ子
　干　俣　　　宮﨑けさ子
　三　原　　　坂口　志穗
　芦生田　　　萩原　　孝
　今　井　　　春原とよ子
　浅間高原　　上野　夏彦

　干　俣　　　黒岩　　一
　門　貝　　　滝沢　　操
　鎌　原　　　佐藤加代子
　袋　倉　　　一場美和子
　今　井　　　髙丸　和江
　浅間高原　　鳴釜　重雄　

感謝の部
◎社会福祉事業協助者
　西　窪　　　櫻井　慶一
　大　前　　　滝澤いよ子
　大　笹　　　有限会社　黒岩運輸
　大　笹　　　嬬恋きたしん会

◎福祉団体役員功労
　西　窪　　　滝沢　栄壽
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防 災 講 座
　１月25日（土）嬬恋会館において、防災講座が行われま
した。基調講演は、日本防災士会群馬支部尾山嘉治氏をお
招きして、「災害に備えるために」というテーマでお話をし
ていただきました。その後、今回の台風19号豪雨災害の対
応状況報告として、嬬恋村役場土屋総務課長より、嬬恋村
の自主防災組織、消防団、自分でできることと、地域ででき
ることの大切さについて、嬬恋社協宇野次長より、災害ボラ
ンティアの活動状況と災害ボランティア登録のお願いにつ
いての話しがありました。また、避難所体験として段ボール
での簡易ベッド、簡易トイレ、
非常食試食などについて説明
と実際に体験をしました。い
ざ災害の時にどう対応すれば
良いか、講演と体験を通して
学ぶことができました。

　社協って何？？　社協って何？？

Ｑ　嬬恋村社協ってどんな仕事をして

いるの？

　　どういうことをやっている団体な

の？

Ａ　地域に根ざした福祉活動をしています。

　　たとえば…

■ボランティアセンター

　ボランティアをしたい人と、ボランティアをして

欲しい人とのコーディネートをしています。

■生活支援体制整備事業

　地域の困りごとを解決する方法を地域の住民や行

政、社協とで検討する事業です。区長会、老人クラブ、

民生委員児童委員、ボランティア団体、農協、商工

会等多くの人が事業に参画しています。

■ふれあい・いきいきサロン

　高齢者、障害のある人、子育て中の親子などが、

気軽に出かけられ、地域の人とふれあいながら仲間

づくり、居場所づくりをしています。また、新たな

サロンの立ち上げ支援等も行っています。

■みんなの水曜食堂

　「水曜日の夜は、みんなの水曜食堂に行こう！」

が合言葉になるよう、ボランティアさんに協力いた

だき、笑顔が集まる食堂を開催しています。

■買い物支援

　買い物に困っている高齢者等の支援を行っていま

す。買い物代行・配達をしてくれる「買い物ボラン

ティアお届け隊」と、自宅まで迎えに行き、直接買

い物ができる「買い物支援バス」の２つがあります。

■介護保険事業

　４種類のサービスを提供し、介護が必要な高齢者

が在宅で日常生活が送れるように支援しています。

【通所介護事業】

　デイサービスセンターでの介護になります。日常

生活に支障のある高齢者及び障害者に昼間の楽しい

ひとときを過ごしてもらうとともに、日常生活に役

立つ訓練等も行います。

【訪問介護事業】

　ホームヘルパーが、日常生活に支障のある、おお

むね 65 歳以上の一人暮らしや、寝たきりの高齢者

のいる家庭の介護や、家庭の支援をしています。

【居宅介護支援事業】

　介護保険サービスご利用の際のケアプランを作成

いたします。

【訪問入浴事業】

　要介護の寝たきりの方を主とした入浴サービスで

す。 入浴車で自宅にお伺いし、お部屋の中に浴槽

を入れ程よい湯加減で入浴いたします。

　このほかにも、いろいろな活動をしています。詳

しくは、お問合せください。

問合せ

　嬬恋村社会福祉協議会

　　 ９６－１６１１

ふれあい・いきいきサロンご紹介

　嬬恋村では、各地区にサロンができ始めています。今回は、
田代地区のサロン「お茶のみ処よってんべー」を紹介いたし
ます。毎月１回、第２金曜日に、田代コミュニティーセンター
にて行われております。０歳児～高齢者まで50名近くの方が
集まっています。内容は毎回趣向を凝らし、軽体操、大正琴
や踊り、セミプロの方によるカラオケなどの芸能発表などが
行われています。そして、
ボランティアさんの手作
りのおやつも楽しみの一
つ。毎回、参加者さんが
大喜びしています。田代
地区の皆さん、お茶のみ
に寄ってみませんか？

お茶のみ処よってんべーお茶のみ処よってんべー

第１回目　田代地区

社協　何？



令和２年４月15日（7）　第195号 つまごい社協だより

・一円玉募金
　嬬恋村老人クラブ連合会では【私たち老人も受け身でいるだけではなく、微力でも何か社会の役にたちたい、私たちに
できる事をしよう】というスロ－ガンを掲げ１円玉募金を行っています。
　集まった募金で「老人の福祉のために」と村内５カ所の老人福祉事業所へ希望に沿ったものを寄贈しました。

なごみ　　　　　　　　車椅子クッション・バランスゲーム・磁石かんじ盤
ＪＡ福祉センター　　　こんにちは赤ちゃん（人形）・手首式血圧計
のどか　　　　　　　　離床センサーサイドナール
笑みの里暖輪　　　　　血圧計・聴診器
社会福祉協議会　　　　リハビリ平行棒（一部補助）

嬬恋村老人クラブ連合会

浅間山ジオパーク推進協議会　様 26,426円　

嬬恋村連合婦人会　様 55,000円

嬬恋村老人クラブ連合会 様 28,872円

（一円玉募金　デイサービスセンター平行棒の一部として）

ご寄付をありがとうございます。

　買い物ボランティアお届

け隊は、日常的な買い物に

困難を抱えている高齢者等

に代わって登録されたボラ

ンティアがお近くのお店で

買い物を行うものです。

＜利用対象者＞

　70歳以上の一人暮らしの方、75歳以上の二人暮らしの方、

および買い物困難者の方です。

＜利用料金＞

　１回につき500円です。品物をお届けした際に、お支払い

していただきます。

＜代行できる買い物＞ 

　食料品と日用品になります。１回の買い物で、買い物かご

１つに収まる程度、行けるお店は２カ所までになります。

＜利用回数＞

　利用できるのは、週１回までです。

＜利用時間＞

　利用時間は、指定ができません。お届け隊員とご相談くだ

さい。

＜その他＞

　買い物をお願いする際は、注文票に記入をしていただき、

お届け隊に渡してください。（記入が難しい場合はご相談く

ださい。）

　注文票と一緒に、お金をお預かりします。お届け隊による

お金の立替は行いませんのでご了承ください。

●買い物支援バスを運行します●

買い物に行きたいけど

車がない、直接商品を

見て買い物をしたいけ

ど持ち運びが大変な

ど、買い物でお困り事はありませんか？そんな方のために、

買い物支援バスを運行します。ご利用下さい。

●利用方法：月２回、ご自宅までお迎えに行き、村内の決め

られたお店で買い物ができます。

●利用料金：バスの利用料金はかかりません。

●利用日：毎月第１と第３木曜日です。お盆、年末年始は利

用日が変わることがあります。

●対象者：70歳以上の一人暮らしの方、75歳以上の二人暮ら

しの方、および買い物困難者の方。

●申込方法: 嬬恋村社会福祉協議会に、電話でお申込み下さ

い。職員がお伺いし、申込み書の記入や買い物支援バスに

ついての説明をさせていただきます。

※登録後、買い物支援バスご利用希望の方は、利用日の３日

前までに社会福祉協議会までご連絡下さい。

　嬬恋村社会福祉協議会　電話　９６－１６１１

嬬恋村連合婦人会 嬬恋村老人クラブ連合会

利用方法 会　場 利用料金 利用日 対象者

買い物お届隊 事前に登録が必要です。　　　　　 １回
500 円

基本的に週１回　　　　　　　　　　　
お店で買い物をしてお届けします。
（買い物かご１つに収まる程度）

70 歳以上の一人暮らしの方、
75 歳以上の二人暮らしの方。

買い物バス バス（ワゴン車）で自宅に迎えに行
き、村内のお店で買い物ができます。 無料 毎月第１と第３木曜日（年末年始は

利用日が変わることがあります。）
70 歳以上の一人暮らしの方、
75 歳以上の二人暮らしの方。

※問合せ：嬬恋村社会福祉協議会　　TEL ９６－１６１１

【買い物支援】
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事異動人

シルバー人材センターシルバー人材センター
会員を大募集しています
・村内に在住　・概ね60歳以上

・健康で働く意欲のある人

・年会費　1,500円（保険代）

　一人では、ちょっと…という方、お知り合いの方とご
一緒にいかがですか？ご自分の都合のつくときに、自分
のできる範囲の仕事をしてみませんか？仕事に応じて、
配分金をお支払いします。
　詳細はセンタ－までおたずね下さい。
◎シルバ－人材センタ－では、こんな仕事をしています
落ち葉片付け・草刈り・剪定・薪割り・軽農作業・襖
張り・障子張り・網戸張り・掃除などなど…
＊剪定等の高所作業は３メ－トル以内に限らせていた
だきます。

問い合わせ先　　嬬恋村シルバ－人材センタ－
（嬬恋社協内）　電話　９６－１６１１

　社協会費を財源に、子育ての支援を目的に、子どもの
遊具・器具の購入や遊び場の整備に１団体10万円を限
度に補助します。
　補助対象は、行政区長や子育て支援のグループ、団体
です。
　詳しくは社会福祉協議会にお問い合わせください。
問合せ　嬬恋村社会福祉協議会　電話　96-1611

令和２年度
子育て支援の団体の子どもの

遊具購入に補助します

会　場 日　程 対象者

ほほ笑みカフェ いきいき交流センター
（嬬恋村商工会隣り）

毎月第３金曜日
午前９時 30 分～ 12 時

認知症の方やそのご家族だけでなく認知症に
関する相談・介護相談もおこなっています。

なかよしクラブ　カラオケ 長野原町老人福祉センター 毎月第１土曜日
午前 10 時～ 12 時

知的障害等をお持ちの方、関心のある方はど
なたでも。アトリエもく 東部小学校　図工室 毎月第２土曜日

午前 10 時～ 12 時

ダンス・ダンス・ダンス 東部小学校連携棟
多目的ホール

毎月第４土曜日
午前 10 時～ 12 時

みんなの水曜食堂 いきいき交流センター
（嬬恋村商工会隣り）

毎週水曜日
午後４時 30 分～７時

お子さんを中心に、障害のある方、高齢者の
方など（食堂利用には申込みが必要です。）

●●●お知知らせせ●●●

令和２年４月１日付令和２年度

（　　）は、前職

【退職】
安濟　永伸（事務局長兼施設長）

【異動】
宇野美佐子　事務局長兼施設長（事務局次長）
滝沢はるみ　通所事業グループ　統括リーダー
　　　　　　（介護事業グループ　グループリーダー）
篠原　秋子　地域福祉グループ　リーダー
　　　　　　（地域福祉・相談支援グループ
　　　　　　総務・地域福祉係兼訪問入浴係チーフ）
宮﨑　達也　訪問事業グループ　リーダー
　　　　　　（介護事業グループ　訪問介護係チーフ）
滝沢かおり　通所事業グループ　リーダー
　　　　　　（介護事業グループ　通所介護係チーフ）
市場　　綾　地域福祉グループ居宅介護支援係　チーフ
　　　　　　（地域福祉・相談支援グループ　居宅介護支援係）
滝沢ふじえ　訪問事業グループ　チーフ
　　　　　　（地域福祉・相談支援グループ　総務・地域福祉係チーフ）
小林ふじ江　通所事業グループ通所介護係　チーフ
　　　　　　（介護事業グループ通所介護係）
入澤美奈子　通所事業グループ　通所介護係主任看護師
　　　　　　（介護事業グループ通所介護係看護師）
中村　初美　地域福祉グループ　総務・地域福祉係
　　　　　　（介護事業グループ　訪問介護係）
野田　　瞬　地域福祉グループ　障害者相談支援係
　　　　　　（嬬恋村からの派遣）

【臨時採用】
相合谷香津代　通所事業グループ　通所介護係
伊東三津子　地域福祉グループ　居宅介護支援係


