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ピザ作り体験講座 参加者募集のお知らせ！
　障がいをお持ちの方とご家族の方を対象に、バリアフリーペンションまついだ森の家（安
中市松井田町）での体験講座を企画しました。山里の緑あふれる自然の中で、参加者同士
の交流とピザ作りはいかがですか？ぜひ、ご参加ください！

午前９時出発～午後４時到着予定
日 

時 10月15日平成29年 日

午後１時１０分～１時３０分

日   
時

場

　所保健福祉総合センター（社会福祉協議会事務所前）10月10日平成29年 火

※売り切れ次第終了となりますので、お早めにお買い求めください！！　※値段はすべて1袋100円です。

▶ 集　合　保健福祉総合センター南側駐車場
▶ 対　象　町内在住の障がいをお持ちの方とご家族
▶ 参加費　１人　1,500円

▶ 定　員　２２人（先着順）
　　　　　　　 ※参加者１０人以下は中止とさせていただきます。
▶ 申　込　参加費持参の上、10月2日（月）
　　　　　 までに社協へ申し込み

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
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します。

また、地域活動支援センターでは、利用者さんが一生懸命作ったクッキー、
パウンドケーキなどの定期販売を行っています。
お気軽にお越しください。

また、地域活動支援センターでは、利用者さんが一生懸命作ったクッキー、
パウンドケーキなどの定期販売を行っています。
お気軽にお越しください。

※北中学校の南にある
　建物です！
※北中学校の南にある
　建物です！

▶ 販売場所　地域活動支援センター（城之内1-22-1）
▶ 販 売 日　毎週木曜日
▶ 販売時間　午前１０時～午後３時

※販売日によってクッキーの数・種類等も異なります。
　あらかじめ予約していただくことも可能です。

詳しくは地域活動支援センターへ（63‒7070）詳しくは地域活動支援センターへ（63‒7070）詳しくは地域活動支援センターへ（63‒7070）

チョコチップ・ラムレーズン・きなこ・黒
糖くるみ・レモン・スノーボールなど
色々な種類のクッキーやパウンド
ケーキ、マドレーヌがすべて１００円！
化粧箱での注文も受け付けます！
気軽にお越しください。



　８月６日（日）母子たんぽぽ会
主催の親子ふれあい旅行を開催
し、日本科学未来館や東京タ
ワー見学を楽しみました。東京
タワーの展望台のガラス張りの
床から見る地上の様子を、みん
な怖そうにのぞき込んでいまし
た。

　８月１８日（金）大泉保育福祉
専門学校と共催で、町内の中学
生を対象に介護技術体験教室を
開催しました。当日は24人の生
徒さんが参加し、介護体験から
できる支援を考えてみるなどの
介護の初歩を学びました。

　最先端の技術にふれ、これか
らの介護や福祉について家庭内
で話し合うきっかけづくりとし
て、８月１８日（金）親子チャレン
ジスクールを開催しました。当日
は、６組の親子に参加いただき茨
城県にあるサイバーダインスタ
ジオでロボットスーツHALの体
験と、㈱幸和義肢研究所での義
肢等の製造現場見学をしてきま
した。

親子ふれあい旅行を
開催しました！

介護技術体験教室を
開催しました！

親子チャレンジスクールを
開催しました！

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。

毎年１０月１日～１２月３１日活動期間
　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、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
愛訪問事業のほか、民間保育園の遊具購入等に役立てられています。

地域で集めた募金は、集めた地域で使われています。

赤い羽根街頭募金
ご協力のお願い

赤い羽根街頭募金
ご協力のお願い

実施日 １０月２日（月）、３日（火）１０月２日（月）、３日（火）
　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。

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！！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。

日時
場所

平成２９年１０月８日（日） 午前9時３０分～１1時３０分

　楽しみながら、気軽に募金をしてもらえたらとの
思いを込めて、ガチャガチャ募金を設置いたします。
　ガチャガチャの中には、共同募金キャラクターの
愛ちゃんと希望くんや赤い羽根とコラボした初音ミ
クのピンバッジ等が入っています。何が出るかはお
楽しみに・・・。（数に限りがあるため、無くなり次第終了）

保健福祉総合センター
社会福祉協議会事務所前

ガチャガチャ募金の設置ガチャガチャ募金の設置

設置
期間

設置
場所

１０月２日（月）～
１２月２７日（水）



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」

保健福祉総合センター研修室１
木9月28日 午後1時30分～ 参加費

１００円 保健福祉総合センター研修室１
木10月12日 午後1時30分～ 参加費

無料

９月の日程 10月の日程

高齢者介護予防
「ほっとカフェ」
高齢者介護予防
「ほっとカフェ」
高齢者介護予防
「ほっとカフェ」

申込：地域包括支援センターへ電話または直接申込む（申込みなしでの参加も可能です）
オレンジカフェ「ひだまり」、高齢者介護予防「ほっとカフェ」を毎月開催します！お気軽に参加ください！！

『介護予防“口腔ケア”』の巻。

へえー
そんなこと
なかんべー

お口のケアは大切！
不衛生なお口は、
重大な病気を引き
起こします。

入れ歯の私も
忘れずに
きれいにしてね♥

お口の中から介護予防！！
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誤嚥性肺炎
※ごえん

ニャーニャー

　認知症の方やご家族、地域住民の方が、お茶を飲み
ながら日頃の思いや悩みを伝え合い、気持ちのリフ
レッシュと地域や仲間とのつながりを感じてもらうた
めの場所です。

▶ だれかと触れ合う機会が欲しい方
▶ 仲間と趣味の時間を楽しみたい方
▶ だれかの役に立てるような活動をしてみたい方
お気軽にお立ち寄りください。

よぼう仙人のほっとほっと一息 大泉町地域包括支援センター

介護予防サポーター
養成講座を開催しました！
介護予防サポーター

養成講座を開催しました！
介護予防サポーター

養成講座を開催しました！
 ７月２７日から４日間にわたって介護予防サポーター養成講座を
開催しました。１０名の参加者が介護予防に関する知識や運動な
どを学びました。
　また、１１月にも開催予定です。興味のある方はぜひご参加くだ
さい。詳細については社協だよりに掲載いたします。
　（介護予防サポーターは、介護予防のための教室や、地域の介
護予防の推進のために活動しています。）

入れ歯の方は特に
注意が必要です。

エッ！！
見られているの！？
エッ！！
見られているの！？

寝っ転がって食べて
いるあ・な・た！
むせ込んだり、胸に
つかえると
「誤嚥性肺炎」にかかり
やすくなりますよ！

※ごえん



ご好意ありがとうございます。  （順不同）

大泉町社会福祉協議会
大泉町吉田2465

お問合せ先

TEL：63－2294

http://www.oizumishakyo.or.jp/
ホームページ

地域支え愛セミナー
　　　おおいずみを開催しました！
地域支え愛セミナー
　　　おおいずみを開催しました！
地域支え愛セミナー
　　　おおいずみを開催しました！

平成
29年度
平成
29年度

　平成29年7月31日（月）に公民館ホールに
てセミナーを開催しました。
　当日は県社協の地域福祉課長、中越信一氏
による基調講演のほか町内で活躍されている
４団体の代表者による活動の報告をいただき、

「子育て支援活動」
中部公民館子育て同好会

マイアサウラ代表　武安立子氏

「ふれあい給食活動」
大泉町ボランティア協議会

会長　新井章信氏

「買い物支援活動」
NPO法人よりきど暮らしの会

代表　月橋章氏

「地域サロン活動」
第30区社会福祉協議会

会長　青木汪氏

地域福祉座談会を開催しました！
　平成29年8月2日～3日の2日間に
わたり公民館ホールにて地域福祉
計画・活動計画の策定のため、座談
会を開催致しました。
　理想の地域に近づけるためには、
なにが必要か、なにをするべきなの
かを皆さんで話し合い、また今後、地
域で取り組みたい、もしくは取り組む
べき福祉活動についてを模造紙や
付箋などを使って話し合い、グルー
プごとに発表していただきました。

99,622円

12,824円

太田記念病院職員一同 様

マハナ・ダンス・スタジオ 様

今後の課題や福祉活動の重要性を再確認し、地域の人たちの支え愛の大切さが改めて重要であるこ
とを確認したセミナーとなりました。


