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誰もが安心して
暮らしていくために
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地域で見守りましょう！

前橋市社協では、自治会が進める見守りの組織・仕組みづくりへの支援を随時行い、災害時要援護者支援
につながる日ごろの見守り支援への意識を高めることに努めています。
具体的には、各地区担当者が専門職と連携し、自治会ごとの「見守り活動説明会」を開催します。助成金
（新規活動３万円、継続活動１万円）のほか、
「見守り活動の手引き」をご用意しております。以下の窓口ま
でお問い合わせください。
ここでは２つの地区の取り組みについて紹介します。

【敷島地区】

【城南地区】

昭和町一丁目の取り組み
〜きっかけはサロン活動から〜

二之宮町の取り組み
〜定期的な情報共有が大切です〜

月に１度のサロン終了後、参加している人が
まだサロンに参加していない人に対して、サロ
ンの紹介をかねて、チラシを添えて訪問してい
ます。

二之宮町では、見守り活動の実施に向け、自
治会や民生児童委員などが定期的に集まり、関
係者会議を開催しています。地域の状況や情報
を関係者間で共有することに努めています。

フォーラム in まえばし
り
守
見
１月 18 日
（水）
、市総合福祉会館にて
「見守りフォーラム
館
「見守り
ラム in
まえばし」を開催しました。
高島市社会福祉協議会の井岡事務局長による基調講演後、
パネルディスカッションを開催。井岡さんをコーディネー
ターに三俣町一丁目自治会の松岡会長、北部地区民生委員
児童委員協議会の栗原会長、前橋市医師会在宅医療委員会
の福山委員長がパネリストを務め、それぞれ取り組みを紹
介しました。

見守り活動に関するお問い合わせ先 前橋市社会福祉協議会 地域福祉課☎ 027-237-1112
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地域包括ケアシステムの構築に向けて「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」
〜本人・家族を中心にして、お互いが、顔の見える関係でつながるように〜

ボランティア
NPO

本人・家族
本人
家族
地域のみなさん
（自治
（自治会・民生委員など）

な
いろいろな
専門職

前橋市
社会福祉協議会
〜地域包括ケアシステムとは〜

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、医療、介護、生活支援などの必要な
サービスが身近な地域で受けられる体制を構築することです。

〜具体的な活動として〜
★医療と介護の連携として、医療関係者・介護関係者を中心に会議を開催しています。
★交流・見守り・支え合いを３本柱として、地域のみなさん・専門職・ボランティア・NPOなどが
参加し会議を開催しています。
★市内全域や地区単位での研修会を実施しています。
★ふれあい・いきいきサロン、見守り活動が更に活発になるように支援をしています。また、生活
支援（買い物・掃除・ゴミ出し）などの、住民主体の仕組みづくりを進めます。

子育てサロンで
『仲間づくり』
や
『不安解消』
しませんか？
〜こんなパパ、ママにおススメ !! 〜
相談できる親や
先輩がいない

ついつい子どもに
厳しくしてしまう
子どもと二人きりで
ストレスがたまる

⇒ぜひ、子育てサロンに参加ください !!
・楽しみながら仲間をつくり互いに支え合う活動です
・子育て経験のある先輩から子育てアドバイスがもらえます
・自由遊び、親子のふれあい遊び、体験活動なども行われます
・専門職による育児講習会や育児相談をしているサロンもあります

■社協のサロンとのかかわり
サロン立ち上げ支援／サロン助成金の交付／
サロン訪問、運営相談／参加者や担い手の困りごと、
心配ごとの相談／その他サロン以外に関して
■お近くのサロン
（市内25ヶ所）
を紹介します
☎ 027-237-1112
（地域福祉課）

■子育てサロンのご紹介「子育て広場ぽかぽか」
サロンは子育て経験のある地域のボランティアに
より運営されています。毎回 10 組程度の親子が参
加し、
子どもの年齢層はおおよそ 0 歳〜 3 歳まで様々
です。ボランティア手作りのおもちゃや、おもちゃ
コンシェルジュが選んだおもちゃを用意。子ども同
士の交流はもちろん、参加した親同士の悩み相談や
情報交換も活発に行われています。

03

ボランティアさんを
ご紹介します（第４回）

平成 28 年度赤い羽根共同募金に
ご協力ありがとうございました。
昨年 10 月から 12 月に行った、赤い羽根
共同募金と地域歳末たすけあい募金で、下記
の浄財が寄せられました。両募金は市内のボランティア団体な
どの事業に配分。地域福祉の向上に役立てられます。ご協力あ
りがとうございました。
□赤い羽根共同募金
28,815,480 円
□歳末たすけあい募金 15,566,645 円

平成 29 年度赤い羽根共同募金配分事業の申請を
受け付けます。
ボランティア団体や NPO、保育所、学童保育所、地域活動支
援センター等が行う地域福祉活動を応援するため、赤い羽根共
同募金を配分します。配分対象は、ボランティア団体等の運営費、
地域福祉事業、備品整備など。対象事業や提出書類等の詳細は、
本会ホームページに 4 月以降掲載しますのでご確認ください。
受付期間 平成 29 年 5 月 10 日〜 6 月 30 日
配分年度 平成 30 年度に実施する事業に対して配分します
問 合 せ 共同募金会前橋市支会（地域福祉課）
☎ 027-237-1112

〜かりゆし三線 コスモスの会〜
かりゆし三線コスモスの会は、三線・三味線
という日本の伝統楽器を地域社会に普及するこ
とを目的として、平成 27 年４月から活動を行っ
ています。
三線・三味線の音色は癒やしの効果もあるこ
とから、地域のいきいきサロンや福祉施設等の
慰問活動は大変喜ばれています。
今後は、実際に楽器に触れ一緒に演奏する参
加型のプログラムを検討しており、
「たくさんの
笑顔が見られること」を目標に活動を続けてい
くそうです。
サロンや施設での慰問をご希望の際は、ボラ
ンティアセンターまでお問い合わせ下さい。
問合せ：ボランティアセンター
☎ 027-232-3848

地域歳末たすけあい募金で、
広がる笑顔・温かい心
市内の障がい児者の福祉施設や団
体、児童養護施設等に入所・通所し
ている人たちに対し、年末年始行事
の経費の一部として使っていただく
ために、今年度は 114 施設 301 万
円を配分しました。山本市長、塚田
社協会長があわせて３施設を訪問し、
直接利用者の方へお届けしました。

平成29年度ボランティア活動保険の
加入受付を開始しています

桑の木にて

サンタクロースからの
プレゼントが
学園の子供たち
みんなに届きました！

たんぽぽ学園にて

ボランティア活動中のケガなどに対応します。補
償期間は加入の翌日から平成 30 年３月 31 日まで
です。活動を始める前にご加入下さい。
基本タイプＡ３５０円・Ｂ５１０円
天災タイプＡ５００円・Ｂ７１０円
※金額改定がありました。ご注意下さい。
ボランティアセンター ☎ 027-232-3848

賛助会費にご協力いただきありがとうございました
自治会や地区社会福祉協議会をはじめ、企業・団体など
多くの方にご賛同いただきありがとうございました。賛助
会費は、下記のとおり活用させていただきました。
会費総額 2,094,000 円 ( 平成 29 年１月現在 )
◆地区社会福祉協議会活動の推進
( 地域福祉活動の推進、地区社会福祉協議会活動支援 )

◆ふれあいのまちづくり事業
( 福祉教育の推進、災害に備えた啓発及び研修会 )
◆ボランティア・市民活動の推進
( ボランティアの育成、福祉車両の貸出、ボランティア
団体連絡協議会への助成 )

前橋市社協
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ありがとうございます

無料相談所のご案内

あたたかいこころ

■心配ごと相談所

平成 28 年 11 月 1 日から平成 29 年 1 月 31 日までを掲載します

■金銭の部

合計 670,887 円
金 額（円）

氏名 ･ 団体名（敬称略 ･ 順不同）

公益社団法人前橋市シルバー人材センター………………… 34,910
株式会社メモリード………………………………………… 100,000
海老沼ダンスサークル………………………………………… 50,000
ワークマン前橋西片貝店……………………………………… 5,000
善光寺チャリティゴルフ会…………………………………… 14,228
ベーシックダンスクラブ……………………………………… 5,000
食の駅ぐんま 前橋店 ………………………………………… 50,000
匿名……………………………………………………………… 61,749
真如苑 群馬支部…………………………………………… 200,000
髙山 眸美 …………………………………………………… 100,000
前橋仏教会……………………………………………………… 50,000

株式会社メモリード様

☎ 027-237-5006

相談内容：職業、家庭、医療、結婚、離婚、相続、財産等
の法律など、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）
午後 1 時〜午後 4 時
場
所：前橋市総合福祉会館 3 階
相 談 員：各分野の専門家・学識経験者
相談方法：電話相談または面接相談
※市社協大胡支所では毎月第 2 水曜日の午後 1 時〜午
後 4 時に開設しています。
（要予約）☎ 027-283-2001

■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）
午前 9 時〜午後 4 時（正午〜午後 1 時は除く）
相 談 員：専任の相談員
相談方法：電話で直接

■権利擁護・成年後見相談所 ☎ 027-237-1112
相談内容：高齢者などの財産管理、日常的金銭管理など
開設日時：毎月第 2・第 4 土曜日（祝日は除く）
午後 2 時〜午後 4 時
場
所：前橋市総合福祉会館 3 階
相 談 員：司法書士・社会福祉士・元裁判所書記官
相談方法：面接相談
（要予約。詳しくはあんしん課まで）

真如苑 群馬支部様

■物品の部
氏名 ･ 団体名（敬称略 ･ 順不同）
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寄付物品

前橋少年剣士会武神館道場錬成大会車いすを贈るボランティア
………………………………………車イス 2 台
有限会社せき商会………………………………… カレンダー 226 部
髙山 眸美 ……………………………… 米 20kg 歯ブラシ 100 本
前橋青果商組連合会 会長 手島 悟
前橋青果株式会社 代表取締役社長 飯塚 伸彦
…… みかん 40 ケース、りんご 30 ケース、バナナ 30 ケース
須田 ちえ子 ……………………………………………… 布団、掻巻
大谷 吉伸 ……………………………………… 切りバラ約 1,200 本

前橋青果商組連合会 会長
手島 悟様
前橋青果株式会社 代表取締役社長
飯塚 伸彦様

次の方から合計 39.4㎏のプルタブ・アルミ缶をいただきました。
前橋市立粕川小学校／社会福祉法人 恵風会／文京町二丁目自治会／
三森 八重子 他有志／厩橋病院デイケアセンターあしたば／青砥 優
／岩沼 宣夫／有限会社タキザワ／徳商株式会社／谷川岳山岳資料館

前橋市社会福祉協議会

に
お気軽
ぞ
日吉町 2-17-10 前橋市総合福祉会館 3 階
どう
☎ 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

平成29年度

児童クラブ臨時支援員を募集します！
①週 30 時間（扶養範囲外）②週 25 時間（扶養範囲内）
【勤務地】下記のいずれか１ヶ所（いずれも前橋市内）
〇おおごひがし児童クラブ（大胡東小学校隣）
〇みやぎ児童クラブ（宮城小学校隣）
〇かすかわ児童クラブ（粕川小学校敷地内）
【資 格】放課後児童支援員・保育士・社会福祉士・各教員
免許のいずれかお持ちの方。又は、児童クラブ（類
似事業）での勤務経験が２年以上ある方。
（資格
のない方もご相談ください）
【給 与】時給 950 円
【期 間】平成 29 年４月１日〜平成 30 年３月 31 日（次
年度への更新の可能性あり）
【時 間】月〜金曜日の 13:00 〜 19:00 の間、土曜日及
び学校休業日 7:30 〜 19:00 の間の 1 日 6 時間
以内、①週 30 時間以内②週 25 時間以内の勤務、
勤務表によるシフト勤務
【待 遇】①健康保険、厚生年金、雇用保険、労災 保険加入
②雇用保険、労災保険加入
【休 日】日曜・祝日・年末年始
【その他】有給休暇あり
（労働基準法に基づき、6 カ月経過後付与）
通勤手当 日額 190 円（勤務地まで 2km 以上の方）
【応 募】履歴書（写真貼付）を郵送ください。
詳細はお問い合わせください
（受付平日 8:30 〜 17:15）
☎ 027-237-1112
（担当／総務課 関根）

