
▶ 会　　場　千代田町総合保健福祉センター
　　　　　　 （千代田町大字赤岩２１１９－５）
▶ 講　　師　館林市聴覚障害者福祉協会ほか
▶ 協力団体　館林邑楽手話通訳者の会
　　　　　　 館林邑楽手話サークル連絡会 

▶ 対象・定員　大泉町、千代田町及び邑楽町のいずれかの町に在住・
　　　　　　在勤し、全日程に出席できる下記に該当する方
　　　　　　入門課程：手話に興味のある方　　定員３０名（先着順）
　　　　　　基礎課程：入門課程を修了した方　定員１０名（先着順）
▶ 参 加 費　各課程ともに７００円（保険代）
　　　　　　 別途テキスト代（3,300円）が掛かります
▶ 受付期間　４月２０日（水）までに、参加費持参のうえ町社協へ申込む

手話奉仕員養成講習会受講者募集！手話奉仕員養成講習会受講者募集！手話奉仕員養成講習会受講者募集！
手話の基本を学び、聴覚障害者との交流を深めるための講習会を開催します。

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、中止や
　変更となる場合があります。また、講座に参加する時
　はアルコール消毒・マスク着用・検温をお願いします。

入門課程・基礎課程ともに

５月11日～１1月2日 全２５回※祝日を除く 
午後７時～９時

日 時 毎週
水曜

ボランティア活動保険ボランティア活動保険ボランティア活動保険 ボランティア活動中の、様々な事故による
ケガや損害賠償責任を補償します！

໐複数の団体に所属している場合は、重複して加入
　しないようにしてください。
໐加入されている方で、ボランティア活動中に事故が
　起きた場合は、速やかに町社協へご連絡ください。

プラン 天災・地震
補償プラン

特定感染症
重点プラン基本プラン

ケガの
補償

死亡保険金
後遺障害保険金
入院保険金日額
手術

保険金
入院手術
外来手術

通院保険金日額

特定感染症 補償開始日から１０日以内は
補償対象外（※）　 

賠償責任保険金
（対人・対物共通） ５億円（限度額）

３５０円 50０円 ５5０円

お申込み方法
町社協窓口でお渡しする所定の｢加入申込書｣
に記入し押印のうえ、保険料を添えてお申込
みください。お申込みの際、下記のものをご
用意ください。

注意事項
賠償責任
の補償

年間保険料

（１）加入申込書
（２）印鑑（団体加入の場合は代表者の印）
（3）保険料
（4）加入者名簿
　　（氏名、住所、電話番号が記載されているもの）
　　※個人で加入する場合は不要です。

ボランティア活動を行なっている個人または団体。
※ただし町社協ボランティアセンターへの登録が必要
　ですので、お気軽にご相談下さい。

補償
期間

加入
対象

２０２2年４月１日から年度末（２０２3年３月３１日）まで
※ただし、途中加入の場合は、申込日の翌日から年度末
　までとなります。

※4月1日付で前年度から継続して契約される場合は初日から補償します。

地震・噴火・津波
による死傷 × 　 ○　　　　 ○

１，０４０万円
１，０４０万円（限度額）

６，５００円
６５，０００円
３２，５００円
４，０００円

【 【

初日から補償
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地域包括支援センター TEL：0276‒63‒2294TEL：0276‒63‒2294よぼう仙人のほっとほっと一息

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!!

地域包括支援センターは、介護・医療・保健・福祉などの側面から高齢者を支える「総合相談窓口」です。
介護や認知症など気になる事があったらお気軽にご相談下さい。      

No.15

トレーニング
編

トレーニング
編

トレーニング
編

じゃんけんのイラストを見て自分の手を動かしましょう。
目の見る力を鍛え、記憶力の向上に効果があります。 
難易度★　利き手であいこになる様に左から順番にじゃんけん
難易度★★　利き手で負けるように左から順番にじゃんけん
難易度★★★　難易度★と★★を反対の手でやってみよう

1月号（No.14）掲載の答え1月号（No.14）掲載の答え1月号（No.14）掲載の答え

「体・森/体幹」 
当
　選
　者

座間 　進　松澤くみ子
加納 菊江　中村 ふさ
若林 春江　鶴林 勝子
　　　　　　（敬称略）

※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頭が
　スッキリ若返り！ 次回のチャレンジ
　もお待ちしております。

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
最新情報は

こちら

令和３年度　赤い羽根共同募金 大泉町支会実績
募金内訳　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　　本年度実績
・地域募金（各世帯３００円を目標にお願いしている募金）  　　２，７６４，５００円
・法人募金（町内法人企業へお願いしている募金） 　　　　４２８，０００円
・学校募金（町内小中学校からの募金） 　　　　　  　　　９９，３２６円
・職域募金（町役場職員等）　　　　　　　　　　 　　　４０，０５８円
・篤志寄附　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 １０，０００円
・その他（募金箱・自販機）　 　 　　　　　　　　　　 　  ４７，２３９円

合　計　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　３，３８９，１２３円

　県内全域で集められた募金は、まず群馬県共同募金会へ送
られます。その後、大泉町で集められた赤い羽根募金のうち、
約半分は地域配分として、大泉町支会へ配分されます。
　大泉町支会への配分は、身体障害者等紙おむつ支給事業・
ひとり暮らし高齢者等の友愛訪問事業等に役立てられています。

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金 期間：令和3年10月   １日
　　　　　～１２月３１日

地域で集められた募金は、
集めた地域で使われています。
地域で集められた募金は、
集めた地域で使われています。
地域で集められた募金は、
集めた地域で使われています。

住所：大泉町城之内1‒22‒1　TEL：0276‒63‒7070
地域活動支援センター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。

　北中と北小の

　　　　 間です！

  のぼり旗が

　　　　目印！！

メニュー
兼注文票
はこちら

10,000円

45，102円

栗原　裕 様
㈱ベルク ベスタ大泉店 　

お客様一同 様

お預かりした募金は、次のように使わせていただきました。
歳末見舞金として
●準要保護家庭　　　　　　　　１４２人
●介護保険の介護度４・５の方　　　１４人
●施設入所者　　　　  　　 　　１３４人
●福祉年金受給者　  　　　　  　　３人
●障がい児者　　　　　　　　　１１６人
　（身体障がい者1級・療育手帳A判定・
　  精神保健福祉手帳１級の方）

【物品寄附  敬称略、順不同】
町立南小学校、町立東小学校
タオル、洗剤等

期間：令和3年12月１日～12月31日
令和３年度　歳末募金 大泉町支会実績
募金内訳　　　　　　　　　　　　　　  　 　本年度実績
・地域募金（各世帯３００円を目標にお願いしている募金）　２，９０９，１４２円
・町助成金（歳末たすけあい運動のための町助成金）  　 ３００，０００円
・篤志寄附　　　　　　　　　　　　　　　　　１０，１０１円
合　計 　　　　　　　　　　　　　　 　　　３，２１９，２４3円

町社協へのご好意
ありがとうございます

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

※数に限りがございますので、お早目にお越しください。
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により
　中止となる場合があります。

▶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

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。 パウンドケーキ

～抹茶と甘納豆～
パウンドケーキ
～抹茶と甘納豆～
パウンドケーキ
～抹茶と甘納豆～
抹茶の苦みと
甘納豆の甘さが
相性抜群◎

手作り焼き菓子

 （順不同）

群馬県支部の赤十字活動
໐災害救護　　　໐救急法等の講習　໐国際活動
໐赤十字奉仕団　໐青少年赤十字　　໐血液事業

令和3年度 日本赤十字社大泉分区社費実績（合計 5，051，500円）

໐一般会費       ４，694，5００円

໐法人会費　　　   ３57，０００円

※集まりました会費は、日本赤十字社群馬県支部
　へ送金され、活動資金となります。

社費内訳

日本赤十字社  会費実績報告日本赤十字社  会費実績報告

（各世帯５００円を目標にお願いしている社費）

（町内法人企業へお願いしている社費）

日本赤十字社の活動資金
　日本赤十字社が行う国際救援
活動や国内の災害救援活動、救急
法などの講習普及事業、奉仕団や
青少年赤十字活動などは、県民の
みなさまからご協力いただいた資
金を財源に行われています。
　赤十字の活動を継続的かつ円
滑に進めるためには、毎年一定額
が必要となります。


