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お お い ず み

職員募集職員募集職員募集 　本会が運営する地域包括支援センターでは、職員を下記のとおり募
集します。本会の業務に関心を持ち、社会福祉の仕事を希望されている
方の申込をお待ちしております。

令和２年採
用
日４月１日

お楽しみ会お楽しみ会お楽しみ会 老人福祉センターでは、お楽しみ会
≪クラブ活動発表会≫を開催します。

日  

時10月19日　 午前11時～土

▶ 内容　舞踊・よさこい・ハーモニカなどのクラブ活動者による発表会
　　　　大泉創作舞踊会による舞踊の発表もあります
▶ 対象　60歳以上の方
▶ 定員　120名（先着順）

▶ 費用　町内の方は無料（町外者は有料）
▶ 場所　老人福祉センター　集会室

▶ 募集人員　保健師又は主任介護支援専門員　1名
▶ 応募要件　「職員募集案内」のとおり
▶ 受付期間　令和元年９月１０日(火)から令和元年１０月１８日(金)
　　　　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで　※必着
　　　　　　 ※土、日、祝日を除く
▶ 応募方法　「職員募集案内」を確認のうえ、添付の指定様式にて申し込みください。
▶ 案内請求　「職員募集案内」は、本会窓口にお越しいただくか、郵送、または本会ホームページより
　　　　　　入手してください。
　　　　　　※郵送による請求
　　　　　　　封筒の表に赤字で「職員募集案内希望」と書き、返信用封筒角２（表に郵便番号、住所、氏名
　　　　　　を記入し、１４０円切手を貼ったもの）を同封し請求してください。
　　　　　　切手貼付のないものについては、返送できません。
　　　　　　郵送での請求は１０月７日(月)までにお願いします。
▶ 書類請求・提出・問合せ先
　　　　　　社会福祉法人大泉町社会福祉協議会　「職員採用係」
　　　　　　〒３７０－０５２３
　　　　　　群馬県邑楽郡大泉町吉田２４６５　大泉町保健福祉総合センター内
　　　　　　電話０２７６－６３－２２９４



地域包括支援センター ℡６３－2294℡６３－2294℡６３－2294

▶ 内容　握力や歩行速度など簡単にできる測定で、
　　　　 転びやすさや頭の元気度などを評価します。
　　　　薬剤師によるおくすり相談コーナーあり。
▶ 対象　町内在住でおおむね65歳以上の方
▶ 費用　無料

体力測定会 参加者募集体力測定会 参加者募集体力測定会 参加者募集 あなたの将来寝たきり度
だいじょうぶ？

あなたの将来寝たきり度
だいじょうぶ？

　身体能力は年齢とともに気付かないうちに衰えているかも⁉
定期的に測定して、いつまでも元気な体作りを行っていきましょう。

①9月19日（木）
②9月27日（金）

高齢者ふれあいセンター北小泉
いずみの杜　多目的ホール

日　時　　　　　　　　　 　  場　所

▶ 持ち物　飲み物、動きやすい服装、
　　　　　おくすり手帳（お持ちの方）
▶ 申　込　地域包括支援センターへ直接または
　　　　　電話で申込む  当日受付可
▶ 特　典　その場で結果が分かり、参加賞もあります

『よぼう仙人』スクールの開催『よぼう仙人』スクールの開催『よぼう仙人』スクールの開催
　いつまでも元気に歳を重ねたいあなた！
身体を動かしたり、元気に過ごすコツを学んだりしていきいきとした生活をおくりませんか。

▶ 対象　町内在住でおおむね６５歳以上の方
▶ 費用　252円
▶ 場所　保健福祉総合センター
▶ 申込　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）

内容 日程 時間 場所 定員 持ち物

①脳活教室

②生きがい
　ワーク教室

③体操教室

共通事項

漢字や計算などを通して
楽しく脳トレする教室

物を作ったり体を動かすなど
様々な分野に挑戦できる教室

転ばない体づくりを目指す
体操教室

各教室おおむね月１～２回ずつ開催します。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。

10/8（火）
より全９回
（火、金）
10/9（水）
より全９回

（火、水、金）
10/10（木）
より全９回

（全木曜日）

9時45分～
11時30分

9時45分～
11時30分

9時45分～
11時30分

研修室１

研修室１など

健康増進ルーム
　　　　　など

30名

30名

30名

筆記用具

筆記用具

うわばき、
筆記用具

▶ 対象　町内在住・在勤・在学の方
▶ 定員 　100名（先着順）
▶ 費用　無料
▶ 場所　町公民館　ホール
▶ 申込　地域包括支援センターへ直接または電話で申込む

みんなで学ぼう！成年後見制度みんなで学ぼう！成年後見制度みんなで学ぼう！成年後見制度
　認知症や障害により判断が不十分になった時、代わりに預金などを管理し本人を保護、支援してくれる
大切な制度です。一緒に学んでみませんか？

日 

時10月18日 金
10時～
11時30分

▶ 内容　第一部 ： 成年後見制度について  司法書士  平野一男氏
　　　　第二部 ： 劇団☆ASHITAによる劇「これから」

受付時間 ： 午前の部：10時～11時30分
　　　　　午後の部：13時30分～15時 受付時間内の都合の良い時間にお越しください。



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」

  ９月２６日（木）
１０月２３日（水）

今後の予定

今後の予定

参加費
100円
参加費
100円

▶ 場所　保健福祉総合センター　研修室1
▶ 時間　13時30分～15時
▶ 開催　月１回
▶ 対象　どなたでも
　　　　参加できます
▶ 申込　不要

保健福祉総合センター

出張します出張します出張します

１１月１０日（日）

１２月  ８日（日）

  １月１０日（金）

  １月３０日（木）

  ２月１６日（日）

  ３月  ８日（日）

日　程 場　所

特別養護老人ホームあさひ

グループホームマゼンタ和

西小泉愛

住宅型有料老人ホーム
和もとーな大泉

サービス付き高齢者住宅
ケアタウンつどい古海

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

介護老人保健施設
いずみの里

１０月１５日（火）

特別養護老人ホーム大泉園
▶ 時間　13時30分～15時
▶ 申込　不要
▶ 対象　どなたでも
　　　　参加できます

無料無料

お気軽に
ご参加ください

▶ 場所　保健福祉総合センター　研修室1
▶ 時間　13時30分～１５時
▶ 開催　月１回
▶ 対象　町内在住で概ね65歳以上の方
▶ 申込　不要

１１月１４日（木）
１２月１３日（金）

　8月9日の「ほっとカフェ」に、夏休みを
利用して町内の小中学生１４名が参加。
バルーンアート作りなどを通して世代間
交流を楽しみました。

実施報告実施報告実施報告

～認知症になっても
   自分らしく暮らせる町を目指して～
　地域の方、認知症の方やご家族が集ま
り、認知症を学んだり、介護の悩みを、お茶
を飲みながら気軽に話し合える場所です。

　お茶を飲みながら、趣味の時間を楽しんだり、誰か
の役に立つ活動をしてみたい方や、友達作りにも最適
な場所です。

参加費
100円
参加費
100円

参加費
100円
参加費
100円

１０月１１日（金）

▶ 内容　ストローを使ってラッピングに
　　　　利用できるリボンの作成
▶ 定員　２０名
▶ 講師　谷木　真弓氏
▶ 申込　地域包括支援センターへ
　　　　直接または電話で申込む

ラッピングストローリボン教室を
同時開催

よぼう仙人のほっとほっと一息



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

日本赤十字社×
親子チャレンジスクール
日本赤十字社×

親子チャレンジスクール
日本赤十字社×

親子チャレンジスクール
親子避難所づくり体験を行いました

　８月１０日に親子参加型の防災イベントを実施しました。
　小学1年生～６年生までの子どもたちとその親御さんで、計16
名が参加し、段ボールで避難所の仕切りを作ったり、新聞紙で作っ
たお皿でカレーを食べたりと、色々な防災体験をしました。

コラボ
企画
コラボ
企画

お母さんと協力して作ったよ！ 新聞紙で手作りのお皿！
食べるカレーも
一味違うかな？

町社協へのご好意
ありがとうございます。 （順不同）

菅田斌之 様
匿名

30,000円
20,000円

平成３０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。

平成３０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。

平成３０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。

　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1袋100円で販売
します。

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
手作りお菓子
販売のお知らせ

日
時

場
所
町保健福祉総合センター
（町社協事務所前）

令和元年 10月10日（木）午後1時～
（売切れ次第終了）

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！！

ましも内科・胃腸科ましも内科・胃腸科
〒３７０－０５１８
群馬県邑楽郡大泉町城之内１－４－１

TEL ６２－２０２５
FAX ６２－７７３０
TEL ６２－２０２５
FAX ６２－７７３０
TEL ６２－２０２５
FAX ６２－７７３０

赤い羽根共同募金は
「じぶんの町を良くするしくみ」です。

赤い羽根共同募金は
「じぶんの町を良くするしくみ」です。

赤い羽根共同募金は
「じぶんの町を良くするしくみ」です。

　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
の一部は地域配分として、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のほか、ボラン
ティア団体や当事者団体の活動支援、民間保育園の遊具購入等に役立てられています。

毎年１０月１日～１２月３１日活動期間

10月1日（火）、2日（水）実施日

　今年も町内のスーパー等にご協力いただき、街頭募金
を行います。町内の中学生や大泉保育福祉専門学校学生、
ボランティア協議会のみなさんにご協力いただき２日間
（夕方より）行いますので、ぜひご協力をお願いします。

赤い羽根街頭募金ご協力のお願い

おおいずみ限定
サンバぐんまちゃん
ピンバッジ

ガチャガチャ募金の設置
１０月  １日（火）～
１２月２７日（金）

設置期間

設置場所
保健福祉総合センター
町祉協事務所前

南中学校校庭
（町民体育祭会場）

町民体育祭に
ぐんまちゃんがやってくる！！
　共同募金活動のため、大泉町にぐんまちゃん
がやってきます。ぜひ、みなさん会いにきてくだ
さいね。
令和元年１０月１3日（日）
午前９時～１１時

日
時

場
所

※大泉町支会（町社協）窓口での
　募金のみの対応となります。

500円以上の募金で
1個プレゼント

500円以上の募金で
1個プレゼント


