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お お い ず み

第２回おおいずみ市民活動フェスティバル第２回おおいずみ市民活動フェスティバル第２回おおいずみ市民活動フェスティバル
～ひろがり　つながれ　地域の輪（和）～～ひろがり　つながれ　地域の輪（和）～ 今年もやります！

より楽しく・より盛大に！

日  

時３月１日 9:50～14:30日

３月7日 10:00～11:30土

▶ 場所　文化むら展示ホール棟
▶ 主催　おおいずみ市民活動フェスティバル実行委員会
▶ 後援　大泉町、大泉町商工会

NPO法人いちご・一社）おおらか青年会議所・大泉国際交流協会・大泉町手話サークルはるにれの会・大泉町ボランティ
ア協議会・大泉朗読の会ベビーヴォイス・オカリナ花音・群馬中央医療生活協同組合大泉千代田支部・傾聴ボランティア
ひまわりの会・劇団☆ASITA・五家英子とみんなで楽しく踊ろう会大泉支部・こども食堂（おいしいまごころネット・NPO
法人よりきど暮しの会・あさひこどもコミュニティ・まちかど子ども食堂）・さくら・琴サークル「雅」・ジュニアリーダースクラ
ブ・障害児者親の会はぴはぴ・チームWe are with You・聴導犬を推進する会・NPO法人虹のゆめ工房・日本手話ダンス
クラブ群馬大泉サークル・脳トレひまわりの会・NPOふきのとう・ベルボラ・ボランティアサークルムーミン・もくれん・よりき
どローズサミット・和樂　（順不同）

参加団体一覧

ステージ発表

ワークショップ

模擬店・バザー

グルメ販売

❖ 
入
場
者
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❖

スタンプラリー福引抽選会

地域を応援してくれる協賛企業（団体）から
提供をいただいた、豪華賞品が当たる福引抽
選会を開催します。会場内に設置されたスタ
ンプラリーに参加して福引に挑戦しよう♪

※入場者特典はなくなり次第終了となりますのでご了承ください。
☆他にも綿アメやポップコーンの無料配布など、お楽しみがたくさん♪

協賛企業一覧

▶ 対　　象　町内在住の障がいをお持ちの方とご家族
▶ 定　　員　２０人（先着）※申込10人以下の場合は中止
▶ 協力団体　老人クラブ連絡協議会
▶ 費　　用　１００円（保険代等）

障がい児者グラウンドゴルフ体験教室障がい児者グラウンドゴルフ体験教室障がい児者グラウンドゴルフ体験教室
障がいをお持ちの方とご家族の方を対象に、グラウンドゴルフ体験教室を企画しました。

日
時

▶ 場所　大泉スバル運動公園多目的広場A
　　　　（大泉町いずみ一丁目３０８６－３３外）
▶ 申込　２月２５日（火）までに社協へ直接又は電話で
　　　　申込む

味の素冷凍食品株式会社関東工場
有限会社いづみ綜合印刷　株式会社大谷畳店
丘山産業株式会社　桐生信用金庫大泉支店
群馬中央医療生活協同組合　株式会社小林印刷所
有限会社さかいわ造花店　JA邑楽館林大泉支所
株式会社SUBARU群馬製作所
生活協同組合コープ群馬
ハナマルキ株式会社大利根工場
有限会社細田家具センター　Honda Cars大泉
まるみや手芸化粧品店　森永乳業株式会社関東支店
板金塗装リペアショップMTO （順不同）



よぼう仙人のほとほっと一息 地域包括支援センター ℡６３－2294℡６３－2294

～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。

日 

時

日 

時

３月３日 火

日 

時３月10日 火

▶ 受付時間　午前の部　10：00～11：30
　　　　　 午後の部　13：30～15：00
▶ 内　容　転びやすさ、筋力、頭の元気度などの
　　　　　測定、評価、薬剤師によるお薬相談
　　　　　コーナー
▶ 対　象　町内在住で概ね６５歳以上の方　
▶ 費　用　無料
▶ 場　所　保健福祉総合センター　研修室１
　　　　　（吉田２４６５）
▶ 持ち物　お薬手帳（お持ちの方）、動きやすい服装
▶ 申　込　不要
　　　　　 受付時間内のご都合の良い時間に直接
　　　　　お越しください

その場で
結果が分かり、
参加賞も
あります

よぼう仙人よぼう仙人ののほほほほっっとと一息一息

～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？～～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？～～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？～～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？～～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　身体能力は年齢とともに気付かないうちに衰え

『体力測定会』
参加者募集
『体力測定会』
参加者募集

▶ 内容　・『フレイル予防』
　　　　講師：村山明彦氏
　　　　（群馬医療福祉大学助教/理学療法士）
　　　　・寸劇『夢をもって』　劇団☆ASHITA
　　　　・介護予防関連の展示
▶ 対象　どなたでも参加できます
▶ 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

地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター地域包括支援センター ℡６３－2294℡６３－2294℡６３－2294℡６３－2294℡６３－2294℡６３－2294℡６３－2294℡６３－2294℡６３－2294℡６３－2294℡６３－2294℡６３－2294℡６３－2294℡６３－2294℡６３－2294℡６３－2294℡６３－2294℡６３－2294℡６３－2294℡６３－2294℡６３－2294

シニアいきいき講座シニアいきいき講座
　最新の元気づくりの秘訣がいっぱいです。来
て、見て、一緒に健康づくりを始めましょう。地域の
活動に役立つヒントも見つかるかもしれません！

１０：００～１2：0０

３月13日金 13：３０～15：００

日 

時３月18日水 １０：００～１１：３０

▶ 対象　町内在住の概ね６５歳以上の方
▶ 場所　保健福祉総合センター研修室１
▶ 申込　不要
▶ 費用　100円
▶ 内容　飲み物あり
　　　　おしゃべり、オセロ、折り紙、あみ物
　　　　中学校で使わなくなった体操着の
　　　　名札取り、など自由にお過ごし
　　　　いただけます

　　　　　　　　 受付時間内のご都合の良い時間に直接受付時間内のご都合の良い時間に直接
　　　　　　　　 お越しくださいお越しください

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」
　お茶を飲みながら趣味の時間を楽しみたい方
や、誰かの役に立つ活動をしてみたい方、集まれ！！
お友達作りにも最適です。

▶ 内　容　ピアノに合わせた合唱や打楽器
　　　　　演奏及び簡単なリズム運動
▶ 対　象　町内在住の高齢者
▶ 定　員　３０名（先着順）
▶ 講　師　㈱ドレミ
▶ 費　用　無料
▶ 場　所　大泉町保健福祉総合センター
　　　　　研修室１
▶ 持ち物　なし
▶ 申　込　地域包括支援センターへ直接
　　　　　または電話で申込む

受付時間内のご都合の良い時間に直接受付時間内のご都合の良い時間に直接

音楽療法教室音楽療法教室
　楽器やリズムに合わせて体を動かしたり、なつ
かしの歌を合唱したりして予防・健康づくりを目指
します。

お気軽に
お越し下さい
お気軽に
お越し下さい



オレンジカフェとは…オレンジカフェとは…
　認知症になっても住みたい地域で、自分らしく暮らしていける町づくりのために全国で開催さ
れている集いの場です。
　大泉町でも、認知症に対する不安を気軽に話したり、認知症について学んだり、相談ができる
場所として活用してもらえるよう毎月開催しています。

ご近所の方のお越しも
お待ちしております。
お一人でも、ご友人同士
でもお気軽にどうぞ！

オレンジカフェ「ひだまり」

今後の予定

出張します出張します出張します

日 

時
▶ 場所　サービス付き高齢者住宅
　　　　ケアタウンつどい古海　

３月8日 10：00～11：30日

認知症サポーターについて認知症サポーターについて
　1月21日（火）文化むら小ホールにて、
認知症サポーター養成講座を実施しまし
た。当日は、講師に小山久子氏をお招き
し、音楽にあわせた体操も取り入れつつ、
介護する方も認知症の方もお互いに笑
顔で過ごせるポイントを、先生の介護体
験をもとにお話し頂きました。

認知症サポーターって何？
　認知症になっても将来への希望を
もって生活できるような、支えあい、思
いやりのあふれる町を作っていくため
の協力者・応援者のことです。
　認知症を正しく理解し、自分の出来
る範囲で認知症の方やその家族を応
援していきましょう。

認知症サポーター養成講座出張できます。
　大泉町地域包括支援センターでは、認知症サポーター養成講
座を出張にて開催することもできます。ぜひお気軽にご相談下
さい。

中学校での認知症キッズサポーター
養成講座の様子

警察署での認知症サポーター
養成講座の様子

オオレレンンジジカカフフェェ「「ひひだだままりり」」 出張します出張します出張します出張します出張します出張します出張します

日日
時時
▶ ▶ 

特別講話「認知症とお金」特別講話「認知症とお金」
　太田市の「街の相談室アンクル」代表 河
村俊一さんをお招きして、認知症になってし
まった時のお金の使い道や管理のことをお
話頂く予定です。

日 

時2月27日 13：30～15：00木

▶ 場所　保健福祉総合センター研修室１

３月２５日（水）
参加費
100円
参加費
100円



手作りお菓子販売手作りお菓子販売手作りお菓子販売

3月10日火 13：00～次回は

町社協へのご好意
ありがとうございます （順不同）

1袋  
100円！
1袋  

100円！

　地域活動支援センター（城之内1-22-1　63-7070）
では毎週木曜日に10時～15時まで常設販売しており
ます。ご予約も承りますので、お気軽にお電話ください！
　また、町社協事務所前にて月に1度、販売も行ってい
ます。

義援金箱設置場所　町役場及び町社協義援金箱設置場所　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。

 （順不同）

受付
期間 令和2年 3月30日まで

受付
期間 令和２年 2月27日まで

受付
期間 令和２年 3月30日まで

災害義援金受付中 ご好意ありがとうございます

令和元年台風第１５号千葉県災害義援金

令和元年台風第１９号災害義援金令和元年８月豪雨災害義援金

●町内小学校の体操着
●近隣高等学校の制服・体操着
●クリーニングまたは選択済みのもの
　（傷や汚れがひどい物はお預りできません）
●卒業後５年以内のもの
●社協へ直接持ち込み

受
付
条
件

●町内の中学校へ入学・在籍または転入してきた方
●町内在住で近隣高等学校へ入学・在籍または転入してきた方

（１）町社協へ直接または電話で問合せ
　  ※その時の在庫での対応となり、予約対応は不可

（２）町社協で直接受け取り

提供
条件

提供
方法

平成30年度実績

学生服リユース（再利用）へ
ご協力ください!!

学生服リユース（再利用）へ
ご協力ください!!

学生服リユース（再利用）へ
ご協力ください!!

　町社協では、すべての子どもたちが安心して学習に打ち込
めるよう就学支援の一環として、各ご家庭で不要になった学
生服を無償で提供していただき、必要な人に再利用していた
だく、学生服リユース（再利用）のお手伝いをしています。皆
さまのご協力をお待ちしています。

●学生服等寄贈件数　　 １０件
●学生服等無償提供件数　４件

おせち料理配布事業おせち料理配布事業おせち料理配布事業
　大晦日に町内にお住いの 70才以上（１２/31 現在）のひとり暮らしの
方を対象に、おせち料理の配布を行いました。地区社協のご協力のもと、
良い新年がお迎えできることを願って、853名の方にお届けしました。

大泉町区長会　様 300,000円

洋泉興業株式会社　様
こぶしの花の会　様
大泉スタンプ　様
河田忠一郎　様
小林ハマ子　様
匿名

50,000円
15,483円
16,270円
30,000円
50,000円
20,000円

●町内中学校の制服・体操着

レクリエーション
講習会のお知らせ！
レクリエーション

講習会のお知らせ！
レクリエーション

講習会のお知らせ！
　ふれあいサロンや世代間交流の場づくり
など、共に支えあう地域づくり充実のため、
レクリエーション講習会を開催します。
　脳・体・心の健康を促進するレクリエー
ションが盛りだくさんです。
　ぜひ、ご参加ください。

日 

時３月13日金
１３：３０～
１５：００

▶ 対象　町内在住・在勤・在学の方で
　　　　サロン運営に興味のある方
▶ 定員　１００人（先着順）
▶ 講師　群馬県レクリエーション協会
▶ 費用　無料
▶ 場所　大泉町公民館　ホール
　　　　（大泉町吉田２４６５）
▶ 申込　２月２８日（金）までに、社協へ
　　　　直接又は電話で申込む




