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　みんなの水曜食堂

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３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・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非常災害時の訓練（福祉避難所開設図上訓練等）

◇法人運営の安定化

◇地域福祉事業の推進

①地域包括ケアシステムの基盤づくり
②生活支援体制整備の普及促進
③居場所づくりとしての水曜食堂の定着化
④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
⑤社協事業の啓発（リーフレット、チラシ等の配布）
⑥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）

⑦ボランティアセンターの運営
ボランティアのコーディネート
ボランティアの育成（移動支援・傾聴・アート活
動支援・子育て支援）
災害ボランティア研修会の開催、エコキャップ収
集運動

⑧地域福祉活動計画の推進（令和３年度からの６ヶ年
計画）
⑨結婚推進事業への協力
⑩介護講習会の実施
⑪災害時要援護者支援・地域見守り支援体制の構築
⑫社会福祉大会の開催
⑬ふれあいいきいきサロンの支援・協力
⑭民生委員児童委員会との連絡・調整
⑮群馬県ふくし総合相談支援事業の推進
⑯共同募金運動への協力
募金運動の啓蒙･募金協力　歳末助け合い募金配分

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
④子育て交流事業の実施

①なかよしクラブの活動支援(長野原町社協・草津町社
協と共催）
知的障がい者とその保護者及びボランティアの交
流、レクリエーション

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）
知的障がい児・者を対象とした自由な余暇活動へ
の支援（長野原町社協・草津町社協との共催）

③就学前の障がい児余暇活動の実施
④身体障がい者の交流事業支援
⑤リフトカー及び福祉用具の無料貸出

①ひとり親家庭激励事業
新入学児童・中学卒業生徒家庭へのお祝いと相談
支援体制の広報

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法人後見への準備・実施

①福祉教育推進事業の助成
学校へ福祉教育推進事業として補助

②福祉入門体験学習・職場体験、介護実習の受け入れ
小・中学生の体験学習や職場体験、介護実習を通
して福祉の理解を深める

③福祉ふれあい教室の開催
福祉・介護への理解を深めるための福祉ふれあい
教室の開催

①高齢者等安否確認事業の実施
配食サービス等を通じた見守り支援による安否確認

②一人暮らし老人防火対策
広域消防嬬恋分署と連携し老人宅同行訪問を通じ
た防火指導の実施

③介護者の集いの拡充
在宅寝たきり老人等介護者の情報交換や心身のリ
フレッシュへの支援

④無料配食サービス・友愛訪問事業（年３回）
食改推及びボランテイアによる一人暮らし老人等
に対する友愛訪問を兼ねた弁当配食

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買い物バス事業の実施
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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　・家族介護教室
・介護予防啓発事業　・一般高齢者介護予防事業
・軽度生活援助事業
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産前産後ヘルパー派遣事業
⑦身体障がい者(児)の訪問入浴事業・デイサービス事業
⑧シルバー人材センター運営事業
⑨西部相談支援センター（町村相談支援事業）
⑩日常生活自立支援事業

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必
要な日常生活上の支援を行う

②訪問介護相当サービス
要支援状態の維持改善を図り自立した日常生活を
営むことができるよう生活全般の支援を行う

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（定員35名）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

①障がい者デイサービス
②居宅介護（ホームヘルプ）・重度訪問介護・同行援護・
移動支援

◇障がい者福祉サービス事業

日常生活において通院等に係わる移動に支障を来たし
ている移動制約者に対し、必要な移送サービスを提供

◇福祉有償運送事業

①障がい者からの基本相談
②障がい者へのサービス等利用計画作成・管理

◇特定相談支援事業
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令和３年度　嬬恋村社会福祉協議会組織図
令和３年４月１日

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

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）

‼
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【認知症カフェ】

＊付き添い支援範囲：吾妻郡内
＊支援内容：通院等の付き添い支援（その他についてはご相談ください）
＊付き添い料金：30 分まで 500 円　30 分以降 1,000 円
※社協の福祉車両貸出事業を利用して活動しますので、燃料費実費を社協にお支払いいただきます（燃料費：
1ｋｍにつき 20 円、社協⇔病院）　

＊利用日：月曜日から土曜日　８時 30 分～ 17 時 30 分
＊予約：利用日の１週間前までにご連絡ください。

（事前にご登録が必要となります）
＊実施ボランティアグループ：「嬬恋村移送支援ボランティア　かごや」
　　　　　　　　　　代表者：上野　夏彦

＜問合せ等＞
　嬬恋村社会福祉協議会
　TEL: ９６－１６１１

あわせて、ボランティアを
してくださる方も募集中です！
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【ホームページをリニューアルしました】
　嬬恋村社会福祉協議会のホームページをリ
ニューアルしました。旧ＵＲＬにアクセスした場
合でも自動的に新ＵＲＬに送信されますが、ブッ
クマークやお気に入り登録をされている場合は、
下記の新ＵＲＬを登録頂けますと幸いです。

https://tsumagoi-shakyo.or.jp/

　今後も多くの皆様が利用しやすいサイト作りを
目指し、内容のさらなる充実を図ってまいります
ので、引き続きよろしくお願い申し上げます。

・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
け身でいるだけでなく、微力でも何か社会の役に
立ちたい、私たちにできる事をしよう】というス
ローガンを掲げ一円玉募金を行っています。今回
は、148,104円集まり、集まった募金は、老人福
祉のために村内５カ所の老人福祉事業所へ寄付を
されました。

＜寄付先＞
　なごみ・ＪＡ福祉センター・のどか・笑みの里
暖輪・社会福祉協議会

嬬恋村老人クラブ連合会

【職員研修を行いました】
　３月９日、勤務終了後にラポール企画代表取締
役大小原利信氏をお招きし「メンタルヘルス研修　
メンタルとコミュニケーション講座」と題し、今
年度２回目の職員研修を行いました。新型コロナ
ウイルスなどの社会環境の変化により、ストレス
が増大している中で、相手の気持ちに寄り添うコ
ミュニケーションについてなど実践を交えて学び
ました。今回の研修を活かして、利用者様や職員
間、家族などにも接していきたいです。

【㈱みまつ食品様と協定を締結しました】
　株式会社みまつ食品様と嬬恋村社会福祉協議会
が食品提供に関する協定を締結いたしました。こ
れから、社協で行う地域支え合い事業に対して、
食品を無償提供していただけることになりまし
た。野菜餃子と肉焼売を提供していただきました
ので、まずはみんなの水曜食堂で活用させていた
だきます。

エコキャップエコキャップ
ご協力ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。
　集まったエコキャップは、エコキャップ推進協会を通じてＪＶＣ（ＮＰＯ法人
世界の子供たちにワクチンを日本委員会）へ寄付されています。  
　引き続きご協力をお願いします。    

◎大勢の皆様にご協力いただきましたが、紙面の都合上団体の方のみを紹介させていただきます。（敬称略）
嬬恋衛生社、嬬恋村役場、一場モータース、嬬恋中学校

嬬恋中学校の生徒の皆さん
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　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。
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シルバー人材センターシルバー人材センター

　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。

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合せください。
問合せ先　嬬恋村社会福祉協議会　電話　96-1611

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

知的障がい等をお持ちの方、
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～６時 30 分

お子さんを中心に、障がいのあ
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●●●

利用方法 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】

【退職】
篠原　秋子　（地域福祉グループリーダー）
佐藤さゆり　（通所介護係）
佐賀とも江　（居宅介護支援係）
黒岩すみえ　（通所介護係　役場より派遣）

【再任用】
篠原　秋子　（地域福祉グループリーダー）
高橋美智子　（訪問介護係）

【臨時採用】
黒岩　　優　（通所介護係）


