
▶ 募集人数　１人
▶ 応募要件　保健師，看護師，作業療法士，理学療法士，
　　　　　    歯科衛生士，精神保健福祉士，社会福祉士，
　　　　　    介護福祉士，栄養士，介護支援専門員の
　　　　　    いずれかの資格を有し、普通自動車運転免許
　　　　　    （AT限定可）を有する人
▶ 選考方法　面接試験
▶ 勤務時間　月17日　午前９時～午後５時の７時間勤務

▶ 職務内容　認知症に関する業務等
▶ 待　　遇　時給1,002円～1,201円（社会保険加入）
　　　　　　 ※保有資格により決定します。
▶ 応募方法　履歴書を町社会福祉協議会へ提出
　　　　　　 ※履歴書は返却しません。
※採用者が決まり次第受付を終了します。

▶ 対　象　町内在住のひとり親家庭、寡婦
▶ 定　員　20人（先着順）
▶ 費　用　１家族1,000円
▶ 場　所　町公民館  南別館  研修室１(大泉町吉田2011-１)
▶ 持ち物　なし
▶ 申　込　11月24日(水)までに町社協へ参加費を添えて申込む

ひとり暮らし高齢者
おせち料理配布

本会では、臨時職員を
下記のとおり募集します。

地域包括支援センター

日時 12月4日（土）令和3年 午前10時～（２時間程度）

親子教室

※申込み人数が10人に満たない場合は
　中止とさせていただきますのでご了承
　ください。
※母子会の会員は、会より補助金があり
　ます。

親子寄せ植え講習会親子寄せ植え講習会

中止中止中止

※詳しくは、町社会福祉協議会
　（TEL:0276－６３－２２９４）

編集・発行／社会福祉法人大泉町社会福祉協議会・ボランティアセンター

社協だより社協だより社協だより
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大泉町社会福祉協議会
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大泉町吉田2465大泉町吉田2465

11月号11月号11月号
令和３年令和３年

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
　10月号でお知らせした歳末たすけあい見舞金を
希望される方は、令和３年11月30日（火）までに申
請手続きを行ってください。なお、申請のお知らせ
と申請書は、町社会福祉協議会及び町役場こども
課、福祉課に用意してあります。

新型コロナウイルス感染拡大に伴い毎年
12月31日に75歳以上でひとり暮らしの
方を対象としたおせち料理配布につきま
しては中止とさせていただきます。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

お子様と一緒に楽しい時間を過ごしませんか。
クリスマスにぴったりの寄せ植え講習会を開催いたします。
みなさんの参加をお待ちしております。



日時

▶ 場　所　町公民館　ホール
▶ 対　象　町内在住・在勤・在学の方
▶ 費　用　無料
▶ 定　員　50名（先着順）
▶ 申　込　地域包括支援センターへ
　　　　　 直接または電話で申込む

11月24日
高齢者虐待を未然に防ぐために何ができるか一緒に
考えてみませんか？

〔講師〕河村俊一氏
「街の相談室アンクル」

一般社団法人 認知症予防＆サポート研究所
アンクル 代表理事

高齢者虐待防止講演会
『高齢者の虐待被害は一人ではない』

午後2時～3時

▶ 内　容　スマートホンの基本的な使い方を学ぶ
▶ 日　時　11月26日(金)、12月10日（金）
　　　　　 12月24日（金）
　　　　　 午後1時15分～2時30分
▶ 場　所　文化むら展示ホール棟
▶ 対　象　町内在住で概ね65歳以上の方
▶ 参加費　84円（保険代）
▶ 定　員　15名（先着順）
▶ 申　込　11月19日（金）9時から受付開始。
　　　　 　地域包括支援センターへ直接または
　　　　　 電話で申込む

▶ 場所　町公民館　ホール
▶ 内容　「在宅1人暮らしの食事／
　　　　 あいうべ体操で風邪予防」
▶ 対象　町内在住の概ね65歳以上の方
▶ 定員　30名（先着順）
▶ 費用　無料
▶ 申込　地域包括支援センターへ
　　　　 直接または電話で申込む

水
日時 11月22日

午前10時～11時
月

地域包括支援センター ℡0276－63－2294℡0276－63－2294℡0276－63－2294
メール houkatu@oizumishakyo.or.jp

●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
●マスクの着用
●当面の間、飲食の提供はできません。飲み物は各自お持ちください

※各事業は、状況により延期又は中止となる場合があります。

感染症予防対策として、事業に参加される方には
ご協力をお願いします

11月15日(月)

▶ 対象　町内在住で概ね65歳以上の方
▶ 費用　無料
▶ 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。）

午後２時～3時
町公民館  ホール

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」
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。

講師：安野由美 氏

ピアノとアロマで
リラクゼーション 特別会
ピアノとアロマで
リラクゼーション 特別会

スマホ教室

参加者
募集

参加者
募集

参加者
募集

第6弾第6弾介護『よぼう仙人』
スクール 
介護『よぼう仙人』
スクール 
介護『よぼう仙人』
スクール 



思考力が試される、あるなし
クイズ。「ある」グループに
共通する法則は何でしょうか。

▶ 応募方法　はがきまたはメールに必要事項を
　　　　　　  記入し、応募する(一人につき１通まで）
▶ 必要事項　①答え ②氏名 ③年齢 ④住所
　　　　　　  ⑤電話番号
▶ 応募資格　町内在住の６５歳以上の方
▶ 応募期限　11月30日(火)必着
▶ 応 募 先　〒370-0523 大泉町吉田2465
　　　　　　  大泉町地域包括支援センター行
　　　　　　 メール ： houkatu@oizumishakyo.or.jp
※正解と当選者の発表は１月号に掲載します。

正解者の中から

抽選で10名の方に

景品をプレゼント

します！

よぼう仙人の若返りチャレンジ!!よぼう仙人の若返りチャレンジ!!よぼう仙人の若返りチャレンジ!! No.13

脳トレ

編

脳トレ

編
脳トレ

編

あ  る
はるまき
ドーナツ
あずき

ミルフィーユ

な  し
ギョーザ
ケーキ

くろまめ
ミルクレープ

▶ 場　所　町公民館　ホール
▶ 講　師　恩田初男氏
　　　　　　（認知症の人と家族の会 群馬県支部副代表）
　　　　　 および介護経験者3名程
▶ 対　象　認知症の方を介護しているご家族
　　　　　 認知症介護に興味のある方
▶ 費　用　無料
▶ 定　員　４０名（先着順）
▶ 申　込　11月17日（水） 9時から受付開始
　　　　　 地域包括支援センターへ直接または電話で申込む

12月3日（金）

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座

よぼう仙人のほっとほっと一息

日時
▶ 場　所　町公民館 ホール
▶ 内　容　「認知症についての基礎知識」
　　　　　 講師：穎原禎人氏（東毛敬愛病院院長）
　　　　　 寸劇「地域でささえる認知症について」劇団☆ASHITA
▶ 対　象　町内在住・在勤・在学の方
▶ 費　用　無料
▶ 定　員　40名（先着順）
▶ 申　込　11月17日（水） 9時から受付開始。地域包括支援センターへ直接または電話で申込む

エ　ハラヨシ　ト

12月17日（金）午後1時30分～3時

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」

12月3日(金)

▶ 対象　どなたでも参加できます
▶ 費用　無料
▶ 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。）

認知症になっても
その人らしく
過ごせる場所を、
みんなで一緒に
作りましょう。

いつもより

時間が

　 長いぞ！

いつもより

時間が

　 長いぞ！

認知症家族の介護体験談を聞いて、認知症介護について
一緒に考えてみませんか。

認知症について正しい知識を学びましょう。困っている方の支えになりたいですね。

認知症家族講演会認知症家族講演会認知症家族講演会

午後2時30分～3時30分

午後２時～3時30分
保健福祉総合センター 研修室1

日時 　　同時に、
　　　オレンジカフェも
　　　　　　　やってるぞ。
　認知症ご本人の方は
　カフェもご活用
　　くださいじゃ。

　　同時に、
　　　オレンジカフェも
　　　　　　　やってるぞ。
　認知症ご本人の方は
　カフェもご活用
　　くださいじゃ。



「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

住所：大泉町城之内1‒22‒1
TEL：0276‒63‒7070

※数に限りがございますので、お早目にお越しください。

▶日時　毎週木曜日　午前10時～午後3時
▶場所　地域活動支援センター

電話でも注文を受けております。詳しくはお電話ください。
※受注生産につきお早目にお問合せください。

メニュー兼
注文票はこちら

⬇

　北中と北小の

　　　　 間です！

  のぼり旗が

　　　　目印！！

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

クッキーの甘さと、
スッキリとした
レモンの味わいが
たまらない

レモンレモン
手作りクッキー

令和２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２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２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。

20，142円
30,000円
20，000円

株式会社 ライフシステム
　　　日典ラサ 様
金田悦明 様
匿名　　 　

日本赤十字社
大泉町分区よりお知らせ

令和3年7月豪雨災害
義援金受付中

令和3年7月豪雨災害
義援金受付中

令和3年7月豪雨災害
義援金受付中

令和3年8月豪雨災害
義援金受付中

令和3年8月豪雨災害
義援金受付中

令和3年8月豪雨災害
義援金受付中

義援金箱設置場所

窓口受付期間

令和3年12月28日（火）まで
窓口受付期間

令和4年3月31日（木）まで

町役場及び町社協

　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。

本田建設株式会社本田建設株式会社本田建設株式会社

〒３７０－0516 群馬県邑楽郡大泉町中央２－１５－１

本田建設は、大地とのかかわりから育んだ技術。
人と仕事の和を大切にする職場環境。
常に挑戦する意欲を地域とともに…。
発展する未来へと繋げたい。

TEL ６２－３４７１ FAX 63－8510TEL ６２－３４７１ FAX 63－8510TEL ６２－３４７１ FAX 63－8510

株式会社 中道組
関東支店

株式会社 中道組
関東支店

株式会社 中道組
関東支店

〒３７０－０５２２
富士３－２１－１８

TEL ６２－３３５５
FAX 62－2911
TEL ６２－３３５５
FAX 62－2911
TEL ６２－３３５５
FAX 62－2911

地球・自然・人
中道組は、地球の未来を見据えること。 

すべてはここからはじまると考えています。

地域活動支援センターで手作りされたお菓子を
１袋100円で販売します。

令和3年７月豪雨災害義援金
ご好意ありがとうございます

 （順不同）

令和3年8月豪雨災害義援金
ご好意ありがとうございます

匿名 20，000円

町社協へのご好意
ありがとうございます

23，182円
10,000円
10，000円

（公財）大泉町
スポーツ文化振興事業団
いずみ太極拳
匿名

▶ 申込　事前に空き状況を電話等で確認のうえ、申込み
　　　　 ください

車いすの貸出
　町内にお住まいの方で、
車イスを使用している障が
い者や高齢者の方に、通
院・買い物など日常生活の
利便性を図るため、車イス
のまま乗車できる、軽自動
車の貸出を行っています。

　町内にお住まいの方で、
障がいの有無、年齢にかか
わらず、短期間又は緊急に
車イスが必要な方に、無料
でお貸しています。

利用
料金

走行距離が10km以内 ………………… 100円
　　　　　10km以上は１km毎に……… 10円
例）走行距離16kmの場合……………… 160円

町内在住で、病気やケガなどの理由で短期間または
緊急に車イスを必要とする方

▶ 貸出期間　１か月以内の必要な期間
▶ 費　　用　無料
▶ 申　　込　事前に電話等で確認のうえ、お越しください

いずみ福祉号

利用できる方

ご　利　用　く　だ　さ　いご　利　用　く　だ　さ　い


