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情報は
社協事務局へ

安 中 本 所 TEL３８２－８３９７
松井田支所 TEL３９３－３９４８

７月４日（火）、松井田東中学校（１年
生３１名参加）では、今年度もお年寄りの
気持ちと介護を身近なものと感じてもらう
福祉体験学習を実施しました。安中福祉体
験学習サポーターの平田佳穂会長他８名を
講師にお迎えし、高齢者や体の不自由な人
の疑似体験から日常生活の大変さと思いや
りを学習しました。

実技では、11班に分けて車椅子の操作
方法や、介助の手順、トイレ体験そして特
殊メガネで視野が狭い状態を体感しました。

参加した生徒さんからは、「階段の上が
り下りが怖かった、身体の不自由さは辛かっ
た」等の感想が寄せられました。（須藤）

「 福 祉 体 験 学 習 」
安中市立松井田東中学校

細野自主防災会（萩原豊彦代表）は6月
18日（日）、消防松井田分署と第14分団
の協力のもと、細野ふるさとセンターにて
災害に備えた訓練を行いました。

最初に5つの班に分かれて机上訓練を行
い、その後実技訓練で消火訓練、担架作製
や救助訓練、緊急時に使用するＡＥＤの使
い方を学びました。屋外では日赤奉仕団や
女性防火クラブ、更生保護女性会が、釜、
かまど、まきを使って炊き出しをし、おに
ぎりを作って配布をしました。その後全員
で防災関係のＤＶＤを鑑賞し、参加者95
名が真剣に取り組んだ1日となりました。

（上原）

「 地 域 防 災 訓 練 」
細野自主防災会

消火訓練に取り組む様子

整備・清掃を行う様子

高齢者疑似体験をしている様子

「碓氷川河川敷 整備・清掃」
磯部交流会 ７月2日（日）、磯部交流会（猿谷豈性

会長）は、自前の草刈り機を持参し、河川
に生い茂る雑草刈りをし、市民や観光客の
憩いの場である磯部親水公園の整備・清掃
を行いました。

平成16年に50名ほどで結成された当会
は、県土木事務所、安中市役所の承認のも
と、親水公園の周辺の雑木や雑草の生い茂
る原野、また大小の石が無数に埋もれてい
た河川敷を平成16～17年の2年間の歳月
をかけて整備し、毎週土曜日には増設した
芝生とダートの2面を有するグラウンドゴ
ルフ場の芝刈り、除草整備を行っています。

（阪本）
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福祉の豆知識 ―福祉に関わる法律を紹介します―

精神保健福祉法
精神障害者の医療行為および保護を行い、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援

するための法律と相まって、その社会復帰の促進およびその自立と社会経済活動への参加の促
進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進
に努めることによって、精神障害者の福祉の増進および国民の精神保健の向上を図ることを目
的としている。 【出典：厚生労働省ホームページ】

バリアフリー法
高齢者、障害者などの自立した日常生活および社会生活を確保することの重要性にかんがみ、

公共交通機関の旅客施設および車輌など、道路、路外駐車場、公園施設ならびに建築物の構造
および設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物などおよびこれらの
間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な設備を推進するための措置
その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者などの移動上および施設の利用上の利便性
および安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としている。

【出典：国土交通省ホームページ】

ＣＯＳＭＯＳまつりが開催されました！
多機能型支援施設「ＣＯＳＭＯＳ」

7月28日（金）、多機能型支援施設ＣＯ
ＳＭＯＳ（池田英夫施設長）で、ＣＯＳＭ
ＯＳまつりが開催されました。

「藤岡ダルク」の勇壮な「エイサー太鼓」
に酔いしれ、全員でノリノリになっていた
次の瞬間、巨大なシーサーの登場に大興奮
の渦に包まれました。続く「みこし担ぎ」
は、館内を2度、3度の大行進。自由行動
では、フランクフルトやゼリーなど、お祭
りは終わりを忘れて続いていました。

（和田眞）

僕の歩み ～発達障害とともに～
『アイムヒア 僕はここにいる』上映会

＆ 自律訓練法・グループ相談
○主 催 NPO法人SEPY倶楽部
○共 催 子どもの問題を考える会 長野
○日 時 平成29年9月3日（日） 13：30～16：30
○会 場 高崎市労使会館 第3・4会議室
○講 師 千葉伸子先生（東京心理教育研究所・朝日カルチャーセンター自律訓練法講師）
○定 員 80名 ※要申込（一部のみの参加も可）
○参加費 無料
○申 込 TEL 090-6942-7814（沖ノ谷） 090-1422-0256（原）

FAX 03-5940-4030 043-287-7470

みこし担ぎの様子
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市内社会福祉施設等紹介第34回

施設名 サービス付き高齢者向け住宅
ふるさとホーム安中

所在地 安中市板鼻679-1
定 員 30名
連絡先 027-380-5168
設 立 平成25年1月

概 要
「ふるさとホーム安中」は、60歳以上

の方または要介護認定を受けられている方
を対象とした、総戸数30戸で全室個室の
サービス付き高齢者向け住宅です。

ヘルパースタッフによる定期的な安全確
認やお小遣い等現金の管理、ケアプランの
相談、その他さまざまなサービスを24時
間体制で受けることができます。また、協
力医療機関と提携しているため、日常の健
康管理や緊急時の対応など、医療面でのサ
ポートも万全です。

安心の生活援助サービスと、低価格・信
頼の住まいで心やすらぐ日々を利用者の皆
さんに感じていただけるよう、スタッフは
仕事に取り組んでいます。

6月28日（水）、山口千春施設長に施設
のパンフレットをいただき、分かりやすく
案内をしていただきました。

現在入居されている方は、最高齢で94
歳、最年少で54歳だそうです。安中市や
高崎市、榛東村出身の方をはじめ、東京都
内や横浜市出身の方も利用されています。
機能訓練室では、唾液腺マッサージや、ラ
ジオ体操、口腔体操で元気よく声を出され
ていました。誕生日会の際には、ボランティ
アの方たちが三味線やダンスなどを披露し
て下さるそうです。大変穏やかな雰囲気で
した。

山口施設長は、「この仕事は人の役に立
てる職業であり、ご利用者様の人生の最終
ステージをお世話させていただいている。」
とおっしゃっていました。入居者の方にとっ
て最高のお言葉だと思いました。（青柳）

口腔体操をしている様子

訂正とお詫び
社協あんなか第61号6ページに掲載しました「安中市社協役員・評議員紹介」の記事で、

任期の欄に「平成29年6月1日～平成30年度に関する最終の提示評議委員会の終結時」と記
載されていますが、「提示」が正しくは「定時」となります。また、7ページに掲載しました
「ボランティアセンター通信」の記事で、「引きこもり支援グループ ビーイング（郷原）」
と記載されていますが、「郷原」が正しくは「原市」となります。

関係者の皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げ、訂正させて
いただきます。
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ちいき生活応援隊養成研修開催
～安中市の支え合い助け合い活動を広げよう～

ちいき生活応援隊養成研修を6月5日（月）、6月7日（水）に市役所松井田庁舎、市役所本庁

で開催しました。高崎市第1層生活支援コーディネーターの目崎智恵子氏から介護保険改正の話

やこれから目指すまちづくりの話をしていただきました。少子高齢化により、支えられる人が

増えてきて、支える人が減少していく時代になってきました。支えられる人も支える人も「お

互い様の助け合い」の気持ちで、生活の中で出来ること探し、お互いの助け合いの輪を広げて

いくことが大切であるという話がありました。今後、「お互い様の支え合い」をつくる話し合

いの場（協議体）を定期的に開催して、みんなで意見を出し合って住みよい地域にしていくと

いう話がありました。最後に高崎市の活動も紹介され、映像も交えた説明でした。後半は、参

加者と地域包括支援センター職員、社協職員と「安中市の良いところ」についてグループワー

クをしました。

その後、6月、7月に安中市を3つの圏域（①安中、岩野谷、板鼻、秋間 ②原市、磯部、東

横野、後閑 ③松井田、臼井、坂本、西横野、九十九、細野）に分けて圏域ごとに、勉強会を

開催させていただき内容理解を深めました。

ちいき生活応援隊は、安中市を住みよい地域にしたいと思う人、今後も定期的に開催する3

圏域ごとの話し合いの場に参加する人です。自分の住んでいる地域を改めて調査（支え合い

活動者や福祉活動者の情報共有、アンケート等）したり、できることを話し合いの場で、考

えていきます。地域包括支援センター職員、社協職員、参加者が一緒になって、考えていき

ます。たくさんの人の参加をお待ちしています。興味のある方は下記までご連絡下さい。

【問い合せ】

安中市役所本庁 介護高齢課 地域包括支援センター TEL382‐1111

本庁（内線1189）松井田庁舎（内線2156）

安中市社会福祉協議会 本所：382‐8397 支所：393‐3948

ちいき生活応援隊参加者大募集
～自分の住んでいる地域を支えたいと思っている人参加を～
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○目的
聴覚障害者（中途失聴者・難聴者）が、意思疎通の手段の1つである手話技術などを習得
することによって、自らの障害を受容し、仲間との交流を進め、社会への参加が積極的に
行えるように支援し、もって聴覚障害者の福祉の増進に資することを目的としています。

○主催
群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ

○受講対象者
県内に居住する聴覚障害者とその家族。
平成29年度までの群馬県聴覚障害者のためのコミュニケーション講座（スタートコース）
を修了した者。または、他の講座などで手話を学んだ経験のあるもの。

○講座の内容
手話の基本を学び、いろいろな場面での手話表現やコミュニケーションを学びます。
※スタートコースを修了した者のレベルに見合った内容に設定しています。

○講座定員
10名 ※定員を超えた場合は聴覚障害者の方を優先します。

○受講料
無料

○開催日時
平成29年10月3日（火）～11月21日（火）の毎週火曜日（全8回）6：45～20：45

○会場
群馬県社会福祉総合センター 3階ボランティア室（前橋市新前橋町13-12）

○受講申し込み方法及び申し込み先
往復ハガキに次の事項を記入して、下記宛に郵送してください。
①住所 ②氏名（フリガナ） ③性別 ④年齢 ⑤職業 ⑥FAXまたはTEL番号
⑦聴覚障害の有無（無の場合は聴覚障害者との関係）

申し込み先 〒371-0843
前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター3階
群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ
聴覚障害者のためのコミュニケーション講座 係

○申し込み受付期間
平成29年8月21日（月）～9月4日（月）必着

○その他
受講の可否は、後日連絡します。

「平成29年度群馬県聴覚障害者の
ためのコミュニケーション講座」

―レベルアップコース開催のお知らせ！―

【お問い合わせ】

群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ

〒371-0843 前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター3階

TEL 027-255-6633 FAX 027-255-6634
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サ ロ ン 通 信

健康体操をしている様子

ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 通 信

寿 会
（磯部）

7月5日（水）、南横町公民館の「南横
町クラブいきいきサロン」（悴田悦子代表）
を訪問させていただきました。

50代から90代の女性が月に1回2時間ほ
ど活動しています。10名でスタートした
当会でしたが、現在は23名まで会員を増
やしています。この日は12名が参加し、
椅子を使った健康体操をした後、お茶を飲
みながら親睦を深めました。今後は、クッ
キーづくりやペットボトルボウリングなど
を計画しているそうです。

代表のお話では、「今後もみんなが楽し
く過ごせる会にしていきたい。」とのこと
でした。 （平山）

寿会（柴田佳子会長ほか7名）の方々は、
7月13日（木）、磯部温泉会館において高
崎より上原先生をお招きし、踊りの稽古を
行いました。

市内の志を同じくする女性たちが自身の
趣味と健康づくりのために集い、毎週木曜
日の稽古で腕を磨いています。市内の各種
行事、また市内はもとより近隣の福祉施設
などに赴き、老人や障害者の慰問を行い、
各方面から大いに喜ばれているそうです。

（阪本）

猛暑の中の踊りの稽古

南横町クラブいきいきサロン
（松井田町松井田）

寄付者の紹介（敬称略・順不同） 平成２9年6月１日～平成２9年7月３１日

・安中市勤労者協議会 ・松井田キリスト集会 ・須藤千惠子 ・みやま蘭友会

・Ｄ'ステーション安中店 ・光和自動車興業㈲ ・プラムの会 ・ふたばクラブ

・恵みの湯お客様一同 ・長岩体操クラブ ・針谷きくの ・匿名

あたたかいご協力ありがとうございました
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第 17回福祉ふ れあいまつり 2017
福祉バ ザー物 品及び 福祉オ ークシ ョン物品

被災 地支援業 者のボ ランテ ィア

大 募 集
平成29年9月17日（日）に、安中市スポーツセンターにおいて「第17回福祉ふれあいまつ

り2017」を開催いたします。行事の一環として福祉バザーを実施いたしますので、家庭内に

眠っている毛布・シーツ・食器等で使用していないものがありましたら提供をお願いします。

今年も「福祉オークション」を開催いたします。皆様から提供いただいた商品の中から選定し

て実施いたしますので、ご協力をお願いいたします。

＊（古着・古本・使用済みの物はお断りいたします。）

【納入期間】 平成29年8月18日（金）～平成29年9月12日（火）

【納入場所】 ①安中市地域福祉支援センター内 社会福祉協議会安中本所

安中市安中3-19-27 TEL３８２－８３９７

②安中市役所松井田庁舎内 社会福祉協議会松井田支所

安中市松井田町新堀245 TEL３９３－３９４８

＊また、福祉ふれあいまつりの前日（16日）・当日（17日）に

被災地支援ブースに関連する会場準備や販売等お手伝いいただける

ボランティアを募集します。詳しくは事務局まで。

【お問 い 合 せ】 安中市社会福祉協議会
本所 住所：安中市安中３－１９－２７ TEL３８２－８３９７
支所 安中市松井田町新堀２４５ TEL３９３－３９４８

編集・発行 社会福祉法人安中市社会福祉協議会 http://www.annakashakyo.com/

安 中 本 所 安中市安中3-19-27 安中市地域福祉支援センター内 TEL382-8397

松井田支所 安中市松井田町新堀245 安中市役所松井田庁舎内 TEL393-3948

心配 ごと相談 ーどんな心配ごとでもお気軽にお話しくださいー

（安 中 本 所）と き ： 第２、４木曜日 9:00～11:30 （祝祭日を除く）

9月 １4日・２８日 10月 12日・２６日

ところ ： 安中市地域福祉支援センター １F

（松井田支所）と き ： 第１、３月曜日 13:30～16:00（祝祭日を除く）

9月 4日 10月2日・16日

ところ ： 安中市役所松井田庁舎 ２F第９会議室

＊＊＊ 社会福祉協議会にて電話でも随時相談を受け付けています ＊＊＊
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