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今
回
の
「
社
協
だ
よ
り
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、
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い
羽
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募
金
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助
成
を
受
け
て
１
部
あ
た
り
１
・
49
円
で
作
製
し
ま
し
た
。

太田市社会福祉協議会
HPアドレス　http://otashakyo.jp

　市内在住の目の不自由な方々を対象に、太田朗読奉仕会が「広報おおた」を録音したカセット
テープを貸し出しています。希望される方は、社会福祉協議会までご連絡ください。

社会福祉法人太田市社会福祉協議会
太田市飯塚町1549（太田市福祉会館１階）
　0276-46-6208　　　0276-46-6229令和元年11月20日発行

第89号 社協だより

ひとりで悩まず、まずはご相談を

市役所南庁舎1階

午前8時30分～午後5時15分
（年末年始・土日・祝日を除く）　

自立相談支援センター
　0276‒48‒8177　　0276‒48‒8178

場        　所

問い合わせ

相談受け付け

※初めての相談は時間に余裕をもって
お越しいただくようお願いします。

場所　市役所南庁舎 1階
問い合わせ　自立相談支援センター
電話　0276-48-8177
ＦＡＸ　0276-48-8178

困
っ
た…

　相談はご本人からでも、まわりの方からで
も大丈夫です。相談員が一緒に解決方法を
考えます。

●仕事の悩みごと：仕事に就けない・仕事が
続かないなど

●生活の悩みごと：生活費が足りない・体調
が悪いなど

●家庭の悩みごと：子育て・介護のことなど

自立相談支援センター　自立相談支援事業のご案内

令和元年度令和元年度 が始まりますが始まります「歳末たすけあい運動」「歳末たすけあい運動」

　この運動は「つながり　ささえあう　みんなの地域づくり」をスローガンに地域住民・ボランティアおよび民生
委員・児童委員の方々の参加と協力のもと、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支援活動を行うものです。

地区社協歳末時期
慰問交流事業
260万円
（30.5％）

歳末時期イベント事業への助成
258万2200円（30.3％）

地区社協ふれあいの広場事業
60万円（7.1％）

91万円（10.7％）

福祉ふれあいスポーツ大会
30万円（3.5％）

いきいきサロン事業への助成
150万円（17.6％）

繰越金
2万4508円（0.3％）

子育てサロン・
障がい者サロン事業への助成

8,516,708円8,516,708円
〈支出〉〈支出〉〈支出〉〈支出〉〈支出〉〈支出〉

期間12月1日から12月31日まで
～つながり　ささえあう　みんなの地域づくり～

 募金はどのように
使われているの？ 

８５１万６７０８円の

平成23年度は、市民の皆さまから、
８５１万６７０８円の
ご寄付をいただきまして

誠にありがとうございました。

平成30年度は、市民の皆さまから、

ご寄付をいただきまして
誠にありがとうございました。

太田市災害ボランティアセンターの
開設について

太田市災害ボランティアセンターの
開設について

　台風19号で被災された皆さまに心よ
りお見舞い申し上げます。
　本会では、10月17日から10月22日ま
での間、災害ボランティアセンターを開
設し、ボランティアの皆さまにご協力い
ただき、被災されたお宅の屋内外の片付
け等を行っていただきました。ボラン
ティアの皆さまにはご支援ご協力をいた
だきありがとうございました。

ご報告

安心キット安心キット

もしものときの備えに、ぜひご活用ください。
　※安心カードの配布は、一部赤い羽根共同募金の配分を

受けて行っています。

太田市社会福祉協議会本所・西部支所、および市内
各行政センターで直接受け取ってください。

～あなたの命をつなぐ手立てとなります～～あなたの命をつなぐ手立てとなります～

　太田市社会福祉協議会では、高齢者の方、市内の一般
世帯（希望者全員）の方へ安心カードの配布をしていま
す。皆さん、ぜひご利用ください。また、安心カードの記入
事項に変更があった場合は、適宜更新をしてください。

　緊急時や災害時、命を救う手立てとなることを目
的に、個人の医療情報や緊急連絡先などを記入し、
安心キットに入れて冷蔵庫の内扉に保管していただ
くものです。冷蔵庫の外扉と安心キットには同じ
ハートのシールを貼り、設置の目印にします。

安心カードとは･･･

配布方法

安心カードをご利用・更新ください

問い合わせ　地域福祉グループ　　0276‒30‒0033

シールは扉の
外側に貼る

※シールを貼ることによ
り、安心カードが設置
されているという目印
となります。

●冷蔵庫の扉の
内側に保管

募金はどのように使われているの？
地区社協歳末時期慰問交流事業 ２６０万円
歳末時期イベント事業への助成 ２５８万２２００円
いきいきサロン事業への助成 １５０万円
子育てサロン・障がい者サロン事業
への助成 ９１万円
地区社協ふれあいの広場事業 ６０万円
福祉ふれあいスポーツ大会 ３０万円
繰越金 ２万４５０８円

子育てサロン日程子育てサロン日程子育てサロン日程 　子育てサロンは子育て中の親子が集い、楽しく自由に遊んだり、子育ての相談や情報交換などを行う
仲間づくりの場です。お気軽にご参加ください。
※事前予約は不要です。直接会場にお越しください。日程は変更になる場合もありますので、ご了承く
ださい。問い合わせ　地域福祉グループ　 0276-30-0033

サロン名 太田地区
「ぞうさん」

九合地区
「おともだち」

沢野地区
「あひるの子」

韮川地区
「ほっぺ」

鳥之郷地区
「おひさま」

強戸地区
「ひよこ」

休泊地区
「つどい」

宝泉地区
「あひる」

毛里田地区
「えくぼ」

藪塚本町地区
「のびのびキッズ」

尾島地区
「すくすく」

新田地区
「くららP・T」

会　場 児童センター 小舞木町
集会所

沢野行政
センター

韮川行政
センター

鳥山上町
会館

強戸行政
センター

休泊行政
センター

宝泉行政
センター

毛里田行政
センター

藪塚本町
保健センター 尾島児童館 新田福祉総合

センター

対　象 0歳～就学前の子どもおよび保護者など 子育て中の
保護者など

時　間 　　　　　　10時～正午 10時30分～
正午 10時～正午

参加費 無　　　料 300円

開
催
日

１２月 １９日㈭ １８日㈬ １９日㈭ 休み ９日㈪ 休み １７日㈫ 休み １８日㈬ ２０日㈮ 休み ５日㈭・１９日㈭

１月 休み 休み 休み ２２日㈬ 休み １６日㈭ 休み １０日㈮ 休み １６日㈭ ２４日㈮ 16日㈭

２月 ２０日㈭ １９日㈬ ２０日㈭ ２６日㈬ １０日㈪ １３日㈭ １８日㈫ 休み １９日㈬ １４日㈮ 休み ６日㈭・２０日㈭

３月 １９日㈭ ２５日㈬ １９日㈭ ２５日㈬ ９日㈪ １２日㈭ ３日㈫ １１日㈬ １８日㈬ １８日㈬ ６日㈮ ５日㈭・１９日㈭

みらい倶楽部尾島から３万円
㈱協栄包装から２万円
柴里子さんから１万円
白竜会から１２万３８４２円
佐藤ヒデさんから雑巾２５０枚
スバル地域交流会からタオル・洗剤・
せっけん等１０箱
あしながおじさんから花鉢・雑貨１００個

やさしいこころ 8月から9月まで


