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歳末たすけあい見舞金贈呈事業申請のお知らせ歳末たすけあい見舞金贈呈事業申請のお知らせ
　歳末たすけあい見舞金贈呈は、対象者からの申請が必要です。条件に該当し見舞金を希望され
る方は、本誌に折込してございます申請書のご提出をよろしくお願いいたします。

社会福祉協議会では、
下記のとおり臨時職員を募集します！

▶ 勤 務 日　火～土曜日のローテーション
　　　　　　による勤務（月１５日程度）
▶ 勤務時間　８：３０～１２：３０又は１２：３０～１６：３０
▶ 賃　　金　時給８９７円
▶ 採用期間　令和２年１１月１日～
　　　　　　 令和３年３月３１日まで
▶ 職務内容　老人福祉センター業務
▶ 申 込 み　令和２年１０月２３日（金）までに
　　　　　　履歴書（写真添付）を提出して
　　　　　　ください。
▶ 採用者数　１名
▶ 選　　考　書類選考及び面接試験
　　　　　　１０月２７日（火）に行い選考いたし
　　　　　　ます。

▶ 勤 務 日　月～金曜日（年末年始・祝日除く）
▶ 勤務時間　８：３０～１７：１５
▶ 賃　　金　月額１９５，５００円（社会保険加入）
▶ 採用期間　令和２年11月１日～
　　　　　　 令和３年８月３１日まで
　　　　　　※育児休業中の職員の代替え期間
▶ 必要資格　保健師・社会福祉士・主任介護支援
　　　　　　 専門員・経験のある看護師のいずれか
▶ 職務内容　地域包括支援センター業務
▶ 申 込 み　令和２年１０月２３日（金）までに
　　　　　　履歴書（写真添付）及び資格証
　　　　　　（写し）を提出してください。
▶ 採用者数　１名
▶ 選　　考　書類審査及び面接試験
　　　　　　１０月２６日（月）に行い選考いたし
　　　　　　 ます。

つながりをたやさない社会づくりつながりをたやさない社会づくりつながりをたやさない社会づくり
～あなたは一人じゃない～～あなたは一人じゃない～

　赤い羽根共同募金にご協力いただい
た方に劇場版「鬼滅の刃」無限列車編×
赤い羽根共同募金会クリアファイル（Ａ４
サイズ）をプレゼントいたします。ただし、
プレゼント条件は右記のとおりです。

❶令和２年１０月２６日（月）以降
❷募金額３００円以上
❸１回の募金で１枚のみ
❹数量限定のため、無くなり次第終了
❺群馬県共同募金会大泉町支会
　（町社会福祉協議会）窓口での募金
　のみ対応

劇場版「鬼滅の刃」無限列車編
× 赤い羽根共同募金

赤い羽根
共同募金に
ご協力お願い

します。

臨時職員募集臨時職員募集
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よぼう仙人のほっとほっと一息 地域包括支援センター ℡６３－2294℡６３－2294℡６３－2294

日
程・内
容

食べて歯ッピー講座食べて歯ッピー講座食べて歯ッピー講座 　食べる事は健康の源！こんな時だからこそしっか
り学んで健康づくりを。
　お好きなテーマにお申し込みください。

❶11月25日（水）
　「家庭菜園で元気アップ！／お口のお手入れ」

❷12月9日（水）
　「日本食で健康／むせを防ごう」

❸12月22日（火）
　「食中毒に注意／唾液が大事！」

▶ 時間　14:00～15:00
▶ 対象　町内在住の概ね65歳以上の方
▶ 定員　各回30名（先着順）
▶ 費用　無料
▶ 場所　町公民館　ホール
▶ 申込　10月19日（月）から受付開始。
　　　　地域包括支援センターへ直接または
　　　　電話で申込む。

日程の詳細はお問合せください。複数の教室への参加も可能です。

※各教室において、今年度初めて参加される方を優先させていただきます。

介護『よぼう仙人』スクール 第2弾！介護『よぼう仙人』スクール 第2弾！介護『よぼう仙人』スクール 第2弾！
いつまでも元気に歳を重ねたいあなた！今年度、第2弾の募集開始です。

内容 日程 場所時間 定員

参加者
募集

参加者
募集

▶ 対象　町内在住で概ね65歳以上の方
▶ 費用　1教室3回で84円（保険代）
▶ 申込　10月19日（月）から受付開始。地域包括支援センターへ直接または電話で申込む。（先着順）

①リズム教室

②ヨーガ療法教室

③体操教室

④スマホ教室

音楽を聴いたり、歌ったり、
簡単なリズム体操

高齢者向けのヨーガを学び体験する

転ばない体づくりを目指し運動を学ぶ

スマートホンの基本的な使い方を学ぶ

12月10日(木)
より全3回

11月25日(水)
より全3回

11月19日(木)
より全3回

11月13日(金)
より全3回

9:45～11:00

9:45～11:00

9:45～11:00

13:15～14:30

町公民館
ホール

文化むら
展示ホール

文化むら
研修室

文化むら
研修室

20名

20名

20名

20名

オレンジカフェ「ひだまり」オレンジカフェ「ひだまり」オレンジカフェ「ひだまり」 シニアの楽しみ「ほっとカフェ」シニアの楽しみ「ほっとカフェ」シニアの楽しみ「ほっとカフェ」
　楽しく認知症を学んだり、介護の悩みも気軽
に話し合える場所です！

▶ 費用　無料
▶ 場所　保健福祉総合センター　研修室１
▶ 申込　不要（ただし人数に限りがありますので、入場できない場合があります。ご了承ください。）

今後の予定

共通
事項

※飲食の提供はできません。飲み物は各自お持ちください。

　趣味の時間を楽しみながら、人とのふれあい
で気分転換しませんか。

▶ 対象　どなたでも参加できます。
10月23日(金)、11月27日(金)

今後の予定

▶ 対象　町内在住で概ね65歳以上の方
10月16日(金)、11月17日(火)

感染症予防対策として、
各事業において以下の点を実施します。
●参加者の氏名、住所、電話番号の確認
●検温、体調確認
●消毒、換気、座席の間隔確保、パーテーション等の設置
●当面の間、飲食の提供はできません。水分は各自お持ちください。
各事業は、状況により会場の変更や中止となることがあります。
参加する方は、必ずマスクの着用をお願いします。

よぼう仙人の若返りチャレンジ
8月号（No.４）の答え

よぼう仙人の若返りチャレンジ
8月号（No.４）の答え

よぼう仙人の若返りチャレンジ
8月号（No.４）の答え
ダッコチャン

当
選
者

他1名
※たくさんのご応募ありがとう
　ございました。
　チャレンジした皆さんは1０歳
　若返ったはず！

永井　紀明
碓氷　孝子
発知　正江
井達　三郎
永原八重子
吉田　光親

山﨑　道之
矢島　博子
木村ふみ子



ご案内ご案内ご案内



手作りお菓子販売のお知らせ手作りお菓子販売のお知らせ手作りお菓子販売のお知らせ

町社協へのご好意
ありがとうございます。

令和２年７月豪雨災害義援金
ご好意ありがとうございます。

30,000円
30,000円

日
時
場
所

令和2年11月12日木１３：００～

 （順不同）

令和元年度特別会費への
ご協力ありがとうございました。
会費につきましては、
町内の福祉事業に
使わせていただきます。

令和元年度特別会費への
ご協力ありがとうございました。
会費につきましては、
町内の福祉事業に
使わせていただきます。

令和元年度特別会費への
ご協力ありがとうございました。
会費につきましては、
町内の福祉事業に
使わせていただきます。
随時特別会員を募集しております。
よろしくお願いいたします。

日本赤十字社大泉町分区よりお知らせ
献血のお知らせ献血のお知らせ献血のお知らせ「献血」は、尊い命が救える身近なボランティアです

日
時11月13日金

▶ 対　象　16～69歳までの健康な方
▶ 場　所　町役場１階　町民ホール
▶ 持ち物　献血手帳をお持ちの方はご持参ください

※65歳以上の方の献血については、献血いた
　だく方の健康を考慮し60～64歳の間に献
　血経験がある方に限ります。

シャワーチャア

令和２年７月豪雨災害義援金受付中令和２年７月豪雨災害義援金受付中令和２年７月豪雨災害義援金受付中
　皆様からお寄せいただいた義援金は、日本赤十字社を通じて
被災された方々にお届けいたします。
※領収書が必要な方は町社協窓口までご持参ください。

●申込みは実際に使用される方（ご家族）が行ってください。
　（福祉用具等利用者が）大泉町内に住所を有する個人で、営利を
　目的としない方に限ります。
●譲ってほしい方は先着順とします。
●料金は無料ですが、交渉成立後の運搬や譲り受けた後の整備、修理、
　清掃等に関する費用は、譲り受けた方の負担となります。
●必ず現物を見て、衛生面及び安全面の確認をお願いします。
　不適正に使用したり、お身体に合わない物を使用すると、重大なケガ
　や事故につながる場合がありますので、ご注意ください。
●斡旋後に問題が生じた場合、社協では一切の責任を負いかねます
　のでご了承ください。

ご家庭で不用になった福祉用具等…
「譲ります」と「譲ってください」双方の橋渡しを社協が行う
事業です。

福祉用具等
リユース事業

「譲ります」登録のご紹介「譲ります」登録のご紹介「譲ります」登録のご紹介
「譲ってください」お申込の際には
  必ず注意事項をご確認ください

2020年7月頃購入　未使用品

　地域活動支援センターで手作りされたクッキーなど
のお菓子を販売１袋１００円で販売します。

町保健福祉総合センター
（町社協事務所前）

毎週木曜日１０時～１５時まで、地域活動支援センターにて
常設販売中‼※売り切れ次第終了となります。

〒３７０－０５１７
西小泉 ２－5－１5

医療法人 徳至会 湯沢医院医療法人 徳至会 湯沢医院医療法人 徳至会 湯沢医院

TEL 62－2209
FAX 62－8501
TEL 62－2209
FAX 62－8501
TEL 62－2209
FAX 62－8501

頭痛・もの忘れ診断
MRI設置

匿名 3,254円 聖クララ幼稚園PTA 様
松澤 千恵子 様

義援金箱設置場所
町役場及び町社協


