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住みよい福祉のまちづくり

社協あんなか
この機関紙は共同募金の配分金によって発行されます。

平成 ２1年 １０月２０日発行

第 ９回 福 祉 ふ れ あ い まつ り ２００９開 催
市老連女性部発表
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①頁･･･第9回福祉ふれあいまつり2009開催
②頁･･･社協会費納入報告、寄付者の紹介
③頁･･･
〃
④頁･･･福祉ふれあいまつり
⑤頁･･･社会福祉大会、ボラセン・サロン通信
⑥頁･･･地域の話題
⑦頁･･･市内福祉施設等紹介
⑧頁･･･訪問介護員養成研修、心配ごと相談日、歳末たすけあい募金のお願い

保育園児発表

安中市、安中市社会福祉協議会、福祉ふれあいま
つり実行委員会主催で、市内のボランティア団体の
他各種団体の協力のもと、９月20日(日）安中市スポー
ツセンターで「第９回福祉ふれあいまつり2009」を
盛大に開催する事が出来ました。地域福祉活動の推
進、社会福祉の啓発を図ることを目的として、子ど
もからお年寄りまで障害を持つ人が一緒に集り、福
祉バザーやステージ発表などを行いました。当日は
ボランティア1,400人を含め、10,000人の市民で賑わ
いました。
暑い程の秋晴れに恵まれ模擬店の前には行列が出
来、各自楽しまれておりました。ご来場の皆様あり
がとうございました。（吉田）
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平成 ２１年度 社協会費の納入報告
あたたかいご協力に
感謝申し上げます
平成２１年度の普通会費・賛助会費納入につきま
しては、各区長さんをはじめ、多くの市民の皆様に
あたたかいご協力をいただきましてありがとうござ
いました。
また、特別賛助会員並びに賛助会員としてご協力
いただいた個人・法人・事業所の皆様には厳しい経
済情勢にもかかわらず、多大なご協力をいただき
ありがとうございました。皆様の尊い会費は地域福
祉の向上のために大切に使わせていただきます。
以下ご芳名を掲載しご報告申し上げ、あたたかい
ご協力に心から感謝申し上げます。

特別賛助会員のご紹介
特別賛助会費総額

２，２６５，０００円
10月 １日現在

五 口
<磯部地区>

（一口以上）（敬称略）

信越化学工業(株)

二 口
<原市地区>群馬県信用組合本部
<秋間地区>カネヤマ(有)

一 口
<安中地区> (株)秋山商店，(株)有田屋，安中運輸(株)，
安中学童クラブつくし第１クラブ，安中学童クラブつ
くし第２クラブ安中市華道協会，安中市国際交流協会，
(社法)安中市シルバー人材センター，安中タクシー(株)，
安中電気工事協同組合，(有)安中ハイヂーン，安中ハー
モニカクラブ，安中レグダンスはまなすの会，安中ロー
タリークラブ，碓氷安中ライオンズクラブ，碓氷安中
ロータリークラブ，エス・コーポレーション(株)，(株)
大手組，(有)佳弥コーポレーション，関東建設工業
(株)，関東新聞販売(株)，倉澤自動車整備工場(有)，
(株)群馬銀行安中支店，群馬中央観光バストラベルサー
ビス安中営業所，(有)小板橋会計事務所，光和自動車
興業(有)，(医法)済恵会須藤病院，サカキ(有)，サトー
印刷(有)，佐藤燃料(株)，しののめ信用金庫，(有)清
水花店，(有)昭栄組，(医法)誠和会正田病院，信越乳

平成21年度 会費納入一覧表
地

区

普通会費

賛助会費

（単位：円）

計

安

中

1,036,700

218,000

1,254,700

原

市

1,188,800

187,000

1,375,800

磯

部

573,600

153,000

726,600

東横野

347,700

90,000

437,700

岩野谷

284,100

80,000

364,100

板

鼻

420,600

126,000

546,600

秋

間

351,900

82,000

433,900

後

閑

210,300

150,000

360,300

松井田

351,600

158,000

509,600

臼

井

186,300

76,000

262,300

坂

本

97,500

88,000

185,500

西横野

536,100

81,000

617,100

九十九

151,800

41,000

192,800

細

194,100

25,000

219,100

5,931,100

1,555,000

7,486,100

野
計

業(有)，西毛防錆(株)，(株)第一ドライ，(有)武美工
業，(有)田島榮吉商店，(株)田島商店，中央労働金庫
安中支店，(株)ティーディーイー，寺田建設(株)，東
京電力(株)高崎支社，東邦亜鉛(株)安中製錬所，遠丸
保育園，(株)東和銀行安中支店，新野建設(有)，(有)
萩原電気工事，(株)花のみさわ，(株)林屋商店，(株)
氷見鉄工所，(有)冨士屋菓子舗，プラム作業所，(株)
文栄社，(株)ミヤマ，柳生由幸税理士事務所，(有)屋
敷治二商店，(株)ヤマハチクボニワ，(医)唯愛会桐の
木クリニック，(株)ローズベイカントリークラブ，ワー
クショップきぼう
<原市地区> (株)アサヒ，(社福)あんなか福祉会，磯
貝建材(株)，碓氷安中農業協同組合，(株)碓氷中央自
動車教習所，エルピスあけぼの，(株)大手プラスチッ
ク，かんぽの宿磯部，(有)協栄電機，行政企画，(有)
群馬県浄化槽維持管理安中松井田センター，群馬トヨ
タ自動車(株)安中杉並木店，ケアハウスジョリエやな
せ，サカエ印刷，(株)上毛テクニカル，上毛天然瓦斯
工業(株)，須藤電業(株)，大成測量 (株)，(株)高橋ハ
ウジング，(株)タクマテクノス，(株)タケショウ，田
村製菓(有)，童謡教室ボランティア会，中島電気設備
(有)，(株)並木，(株)パイオラックスエイチエフエス，
浜松産業(株)，半田真樹子，フジセイコー(株)，フジ
美装(有)，(株) ホージュン，(有) 豊徳，ホシノ電子
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工業(株)，(株)ボルテックスセイグン，(株)マツイ，
雅工業(有)，(有) ミキハウス，(株)美寿濃

シ，(有)白井モータース，全農群馬西部酪農センター，
(株)パイロテクニカ，萩原建設(株)，山吹保育園

<磯部地区> (有)アークタクシー，(株)磯部ガーデン，
磯部機工(株)，いそべ保育園，一栄電気(株)，(株)栄
伸製作所，(株) おおぎやフーズ，岡田医院，管洸精器
(株)，グループホーム沙羅林いそべ，構内タクシー(株)
磯部営業所，(有)さくら工務店，(株) 三洋産業，須藤
建設(有)，(有)須藤電気，西毛事務器，(有)セキネ開
発，高崎ホンダ電設(株)，(有)トータルワークサービ
ス，(株)博富，㈱ボルテックスアーク

<後閑地区> あさひ第二保育園，おにかた医院，(有)
キャッスル不動産，クリエイト(株)安中工場，群英産
業(株)，後閑あさひ保育園，太平洋クラブ高崎コース，
ダスキン後閑，長源寺，広井建築(有)

<東横野地区> (株) アンザイ，(有)イシノ，(株) 神
戸製作所，古賀アルミ工業(株)，(株)三和紙器，(株)
清水精密，(医法)信愛会本多病院，(株) 総和歯研安中
支社，(有)反町祭典，多胡養豚場(有)，トーコンパッ
ク(株)安中工場，(有)西群馬ファーム，はんだ塗装(有)，
北関コンクリート工業(株)，(株)村上製作所安中工場，
(株)ユー･コーポレーション，(株)若松屋
<岩野谷地区> 岩野谷保育園，(有) 内田組，(有) 岡
田組，協立精工(株)，群馬中央ビルサービス(株)，群
馬トヨペット(株)安中板鼻店，(有)中島石油，(株)マ
リン商事，大和建設(株)安中事業所，(有)ユニオン保
険サービス
<板鼻地区> 板鼻和光保育園，(株)環境保全センター，
関東西濃運輸(株)，(有)古久家，下仁田ミート(株)，
スナガ(株)高崎営業所，大同ブロック製造(株)，特別
養護老人ホームセラヴィ，豊長自動車販売(株)，(有)
トランスポート山田，日本微生物化学(株)，(有)丸山
製作所

<松井田地区> 碓氷印刷(株)，碓氷川森林組合，碓氷
製糸農業協同組合，(有)内堀設備工事，オーツカヤ，
加藤印刷，金剛寺，(株)三文字屋、シマダ商会(有)，
樹林(有)，城峰測量設計事務所(有)，上毛測量設計事
務所(有)，(有)西毛清掃，高沢自動車(有)，高梨子倶
楽部，トータル寝具おおのや
<臼井地区>
荻野屋(株)，(有)加藤自動車板金工業松井田営業所，
チエ(株)，中島製畳(株)，峯岸土木(株)，茂木自動車
整備工場(有)，横川ＳＡ上り線おぎのや(株)
<坂本地区> 金湯館，佐藤大吉，白石工業(株)碓氷第
一工場，ヤマサ石産販売(株)
<西横野地区> (株)金沢化成，協栄プラント松井田工
場，(有)斉藤造園，酒楽，信越エンジニアリング(株)
システム部，松本(有)
宮本製作所(株)，(株)ユーキ建設
<九十九地区>

(社福)碓氷福祉会

<細野地区>
杉山木材(株)，ピーエスアール松井田妙義(株)，まつ
いだ森の家

<秋間地区> 安中フォークダンスカトレア会，(有)コバヤ

寄 付 者 の 紹 介（敬称略・順不同）
平成２１年８月１日～９月３０日

・鮎香会 ・有阪寿子
・㈱ヤオコーお客様一同 ・新島学園生徒会
・特別養護老人ホームのどの荘
・特別養護老人ホーム明嶺荘
・安中市商工会青年部
・安中市老人クラブ連合会
・合歓の木会
新島学園生徒会の皆様
訂正
社協あんなか第１４号７ページで「板鼻グリーンネット
使用済食用油回収」 の話題をお届けしました。回収時間

について「毎月第三土曜日午前中」と記載しましたが、
正しくは「毎月第三土曜日午前９時から午前１０時」の
誤りでした。訂正してお詫びを申し上げます。
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第９回 福祉ふれあいまつり２００９
福 祉バザー御 礼
福祉ふれあいまつりの一環として実施した｢福祉バザー｣

では、市民の皆様や関係団体より５,１７６点もの物品をお
寄せいただき、その収益は１,２３４,９０５円になりました。
この収益につきましては、今後実行委員会で協議し福祉
活動推進のために活用させていただくことになりますが、
この紙面を持ちまして取り急ぎ報告とさせていただきます。
ご協力誠にありがとうございました。

福祉バザー

イベント

体育館内

模擬店
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安中市社会福祉大会実施

被表彰者名簿(敬称略）

（４）高額寄付者(感謝）

（１）社協役員１０年以上（表彰）

上原 亮
当会では、福祉ふれあいまつり
のオープニングセレモニーにて
（２）社会福祉施設・団体役員１０年（表彰）
「平成21年度安中市社会福祉大会」
上原康男，上原久美子，武井惠
を実施いたしました。
美子，竹田明美，岡田善太郎，
大会では、永年社会福祉の発展
有阪喜美子，堀澤一司，島崎博
に功績のあった方々（団体）、多
一，中山惠子，石田許子，武井
額寄付者（団体）に、表彰状・感
秋次，上原正枝，永井憲作，浅
謝状の贈呈を行いました。
井カヨ，矢野昭雄，高橋勝代

（３）社会福祉協力者・協力団体(表彰）
塩谷照明，小此木隆一，阪本光
治，中島 敬，松井田ＶＹＳ，
ガールスカウト群馬県第４３団，
安中点訳奉仕友の会，碓東親和
会，松井田町ボランティア カ
ンナの会，安中ひまわり会，フ
ラサークル ティアレ安中

ボランティアセンター通信
社会福祉協議会では、大災害発生後の地域支援として
「ボランティアセンター」を立ち上げ、被災された方への
支援活動を行います。
「災害は忘れた頃にやってくる」今年も全国各地で大きな
水害が発生し、今なお避難している方がおります。
突然襲う災害に、あなたの家の備えはできておりますか？
避難場所の確認や持ち出すものなどの確認を定期的にチェッ
クしておくことが必要です。
また、ご近所にお住まいの高齢者や障害を持つ方などが
おりましたら、その方々の避難についてもそれぞれの地域
で話し合っておくことも大切です。
今後もこの問題を取り上げお伝えしていきたいと思いま
す。

多胡邦造，清水辰吉，新井孝子，
有阪壽子，阪本英一，春田宥勇，
春田敏江，須藤英利，福祉ふれ
あいまつり実行委員会，関東西
濃運輸労働組合本社・高崎支部，
障害者支援グループたんぽぽ，
碓氷安中ライオンズクラブ，ハッ
ピータイム安中，新島学園中学
校高等学校，曹洞宗一乗会，信
越化学労働組合，（株）ヤオコー
お客様一同，立正佼成会高崎教
会，上原栄子歌謡教室，合歓の
木グループ，松井田ライオンズ
クラブ，橋本カラオケ教室，上
原丘カラオケ教室，碓氷安中農
業協同組合ＣＩ開発委員会，安
中二葉幼稚園，安中ロータリー
クラブ，安中市民生委員児童委
員協議会，安中市勤労者協議会，
新島学園生徒会

災害への備え大丈夫！

参考：防災ボランティアセンター立ち上げ訓練の様子

サロン通信

サロン紹介

磯部地区

磯部地区田中・登城自治会で活動する「ニコニコふれあい
サロン」（代表 田村 昭子）の９月定例会が１日、登城公
会堂で開催されました。会員等17名が参加し、安中市・地域
包括支援センター職員による介護保険のしくみと介護サービ
ス・介護予防サービスについての具体例を織り交ぜた説明と
会員による体験に基づいた質問や意見交換がされ和やかな中
で充実した研修が行われました。当サロンは、長寿会や民生
委員・自治会等のご尽力によって平成20年度から活動を開始
し、今日に至っています。
活動内容は、健康・教養に関する各種講演会。各種見学会、
お花見会、納涼会等四季折々の行事等多彩な内容で構成され
ています。（萩原）
「にこにこふれあいサロン」の様子
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情報は
社会事務局へ

安 中 本 所 ℡ ３８２－８３９７
松井田支所 ℡ ３９３－３９４８

後閑子供会「おたのしみ会｣
平成21年8月8･9日後閑子供会（上原伸次代表）
主催の「おたのしみ会」が安中市学習の森で開か
れ、子ども達がマスのつかみどりや木工教室を楽
しみました。夏休み中の子ども達に地元の恵まれ
た自然にふれ、たくましく育ってもらうことをね
らいとしており、毎年この時期に後閑小などでキャ
ンプ等企画しているとの事です。
子ども達は率先して夕食を作り、きもだめしや
友達同士で寝泊まりをする事で夏休みの楽しい思
い出となったのではないでしょうか。(新井）

磯部地区で敬老会が行われました
９月６日、磯部かんぽの宿において社協支部主
催の敬老会が、市長・地元市議・社協会長・安中
警察署員(磯部派出)・小学校長・老人会クラブ支
部長等の方々を招き盛大に行われました。
磯部地区には75歳以上の高齢者が857人おります
が、この日出席は176人でした。開会にあたって、
来賓の挨拶に続き88歳の瀬下翁による「祝吟」、
小学６年生２人の作文「おばーさんありがとう」
の朗読のあと、長寿会による演目７、公民館活動
のグループの演目７つの演出に会場は拍手と声援
で盛り上がりました。
主催者と協力して下さった多くの人々に感謝し
つつ用意された飲み物、お弁当を食べながら楽し
い時間を過ごしました。（阪本）

松井田・森崎地区で敬老会が行われました
９月21日、森崎町住民センターに於いて、敬老
会が75歳以上の25名が出席、区三役や厚生婦人部
８名のおもてなしにより盛大に行われました。塚
越区長から「皆さんに人生の先輩者として敬意を
表しますと共に、これからもご指導をお願いしま
す。」と挨拶がありました。
乾杯後のアトラクションは、セミプロによるマ
ジックショウ、ドジョウすくいや日本舞踊、カラ
オケ大会と盛り上がりました。特にマジックショ
ウでは「ナゼ？」「どうして？」と驚きの連続で、
終いには「ネタ教えてよ」の声も上がる程で楽し
い憩いのひと時でした。（今井）
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第２回
施設名
設 立
定 員
連絡先
ＴＥＬ
概 要

市内社会福祉施設等紹介

社会福祉法人 白鳩保育園
昭和42年４月
45名
安中市松井田町国衙８９－１
０２７－３９３－１０１５
白鳩保育園は九十九地区の中心地にあります。
昭和４２年４月に開設し本年度でおよそ４０年
となります。少子化の為に九十九地区外の保育
園児が大変多くなっています。
年間行事は春は親子遠足、秋は園児のみでみ
さとふれあい公園にバスで遠足。12月にはもち
つき大会などの行事が行われています。叉、年
間を通して地域の行事に参加し子供達の健やか
な成長の元になって居ます。
（上原）
施設名 ＮＰＯ法人 グループホームふれんど
所在地 安中市大谷1088－２
定 員 ９名
連絡先 027（382）9008
概 要 グループホームふれんどは、平成14年4月開設。
おおむね身辺の自立が出来、共同生活に支障が
無い認知症（要支援２、要介護1～５が対象）
の方を、家庭的な雰囲気の中、専門スタッフが
24時間のケアを行っています。個室（９）には
出来る限り馴染みの家具、写真、仏壇などを持
ち込み、安らぎのある生活を送っています。食
事作り・洗濯・掃除・小動物や草花の世話など、
それぞれが得意分野で力を発揮し、楽しくおだ
やかな毎日を送っています。お花見・誕生会・
納涼祭・カラオケ大会等、地域やボランティア
の方々との交流も盛んです。入居者、スタッフ
の笑い声が絶えない会話が印象的でした。
(中里）

施設名 社会福祉法人

昭和ゆたか会
障害福祉サービス事業所 ライフ

設 立
定 員
連絡先
概 要

平成20年４月１日
20名
安中市松井田町下増田５１２－６
０２７－３９３－４０４０
ライフは松井田町「髙梨子倶楽部」ゴルフ場が
目の前に広がる高台に、昨年４月１日に開所し、
15才から60才迄の様々な障害を負う人達が、生
産活動を通じ働く事の喜びや、人々とのふれあ
いにより社会的、経済的に自立出来るよう支援
される事を目的に設立された新しい施設です。
屋内作業としては、企業からの下請け作業、施
設外として安中榛名駅の花壇管理、近隣農家で
の種蒔き、収穫作業の請負で、これからは、自
主栽培した野菜・果樹を加工販売して地域の人々・
施設・学校等の交流を深めて行きたいと頑張っ
ている施設です。（武井）

( 8 )

訪問介護員（ホームヘルパー）養成研修２級課程受講者募集
【と
き】平成２１年１１月６日(金)～平成２２年２月 計２４日間
【と こ ろ】地域福祉支援センター他
【募 集 人 員 】４０名 ＊応募者多数の場合は抽選
【受講対象者】①社会福祉に関心があり資格取得後、介護の仕事・市内でのボランティア活動をするこ
とができる人②市内在住で昭和２４年４月２日以降に生まれた人
＊昨年抽選もれの人を優先します。
【費
用】５０,０００円（受講料、テキスト代、実習費、保険代等）
【申し込み・問い合わせ】
１０月１日～１０月２８日までに社会福祉協議会にある所定の申し込み用紙に、必要事項を記入し、
社協安中本所（ 3 8 2 - 8 3 9 7 ）・社協松井田支所（ 3 9 3 - 3 9 4 8 ）へお申し込みください。
（土・日曜・祝日を除く、午前８時３０分～午後５時までの間）
※研修全課程修了者には、群馬県訪問介護員養成研修事業指定要領に基づき「修了証明書」および
「携帯用修了証明書」を交付します。

歳末たすけあい運動募金協力のお願い
今年も１２月１日～３１日の期間、「新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地
域で安心して暮らすことができるよう、地域のたすけあいによる様々な福祉活動を重点的に実施
するために、歳末たすけあい運動を実施いたします。
上記の期間で世帯募金、個人・法人・職域募金等受付けておりますので、明るく優しい地域づ
くりのためぜひご協力をお願いいたします。

平成２０年度配分先
・要保護世帯 ・障害者施設、作業所 ・学童クラブ助成 ・福祉関係団体助成
・福祉ふれあいまつり事業 ・サロン助成、備品購入 ・敬老祝記念品

心 配 ご と 相 談 に つ い て (１１月・１２月）
一人で悩んでいませんか･･･
そんなあなたに相談の窓口を開設しています。悩みや心配ごとは、第三者（相談員）に聞い
てもらうだけでも心が落ち着くことがあります。また、アドバイスや気がつかなかったヒント
が得られるかもしれません。安中市社会福祉協議会では毎週専門の相談員が相談を受付けてお
りますので、お気軽にお越しください。
（安 中 本 所）と き：毎週木曜日 9:00～ 11:30（祝祭日を除く）
１１月 ５・１２・１９・２６ １２月 ３・１０・１７・２４
ところ：安中市地域福祉支援センター １F相談室
（松井田支所）と き：毎週月曜日 13:30～16:00 （祝祭日を除く）
１１月 ２・９・１６・３０ １２月 ７・１４・２１・２８
ところ：安中市役所松井田庁舎 ２F第９会議室
編集 社会福祉法人安中市社会福祉協議会
http://www.annakashakyo.com/
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