
1　2020年（令和2年）2月20日号

　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2年2月20日発行
第90号 社協だより

　お預かりした募金は、群馬県共同募金
会が行う「広域配分」と太田市支会が行う

「地域配分」に半分ずつ分けられ、それ
ぞれ組織される委員会の審査を経て、民
間社会福祉施設・団体および社会福祉
協議会に配分されます。これらの団体に
おいて、ひとり暮らしや寝たきりのお年
寄り、障がいのある人や子どもたちが、
安心して地域で生活できるよう役立て
られています。
　詳細は群馬県共同募金会ホームペー
ジでご案内しています。
http://www.akaihane-gunma.or.jp/

　「歳末たすけあい運動」は、地域住民
や区長会、民生委員児童委員、企業、団
体、各地区社会福祉協議会の協力によ
り、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
とができる福祉のまちづくりへ幅広い
理解と参加を図るものです。
　昨年の歳末時期には、地区社協歳末
慰問交流事業、身障施設等で行われる
歳末時期イベントへ配分いたしました。
この他、地域で実施される通年事業（高
齢者、子育て、障がい者サロン事業等）
へ配分される予定です。

　「歳末たすけあい運動」の一環として
法人募金を展開し、企業・団体124社から、
168万1352円の募金をいただきました。
　ご協力いただいた浄財は共同募金会
を通じて地域福祉の充実に役立たせて
いただきます。
　なお、１１月２０日から１月31日までに
ご協力いただいた企業・団体は次のとお
りです。

赤い羽根共同募金（内訳）
募金方法 件　　数 金額（円）
戸別募金 約55,000世帯 16,789,393
街頭募金 2 46,986
個人募金 2 10,205
学校募金 31 537,909
職域募金 165 366,152
イベント募金 1 114,062
その他の募金 50 60,663

合　　　計 17,925,370

※掲載には十分注意しましたが、誤字な
どありましたらご容赦ください。なお、
ご協賛いただいた時点での名称を使
用しています。（敬称略）

国際ロータリー第２８４０地区　第４分区
１０ＲＣ　親睦チャリティゴルフ大会（ホッ
ト・太田ロータリークラブ）から１０万円
笑みの会から４万７９０円
太田商工会議所会員親睦チャリティゴ
ルフ大会参加者一同から１０万円
濵田昭雄さんから５０００円
両毛ヤクルト販売㈱から２０万円
元藪塚二二会から２万８７０６円
ティーキューエム労働組合から
４万２１４３円
うたの街おおたから１万６７２５円
太田カラオケ愛好会会長須永つや子さ
んから４万２２３１円
石原章央さんから２０００円
藪塚本町文化祭実行委員会から２万円
韮川青少年育成推進員連絡協議会から
５０００円

やさしいこころ 10月から11月まで

アイオー信用金庫太田営業部／㈱アイ
リス／㈲赤石酒店／あかぎ信用組合太
田支店／㈲赤澤商会／あまぬま歯科ク
リニック／あゆや よねくら／㈲アラ
イ／石川建設㈱／㈱糸井建築設計事務
所／岩崎工業㈱／植木プラスチック㈱
／㈲永新工業／エスティシー㈱／㈱
エム・ケー／㈱エム保険グループ／王
子製鉄㈱群馬工場／㈲大島工業／㈱大
嶋電機製作所／㈱太田グリーンパレス
パーティサービス／㈱太田国際貨物タ
ー ミ ナ ル／（一社）太田市医師会／（公
社）太田市シルバー人材センター／太
田市農業協同組合／太田商工会議所／
太田中央ロータリークラブ／太田都市
ガス㈱／太田ボディビルセンター／太
田南ロータリークラブ／太田ライオン
ズクラブ／㈲大平製作所／岡田工業㈱
／㈲小川興業／介護付有料老人ホーム
ふる里／㈱笠原鉄工所／㈱加松製箱所
／（医）鹿山整形外科医院／㈱カワムラ
／関東スチレン㈱／関東帝国警備保障
㈱／㈱キッツエスシーティー新田 SC
工場／共栄プレス工業㈱／㈲清田工業
／㈱グリーンマンション／㈱グンエイ
／㈲群英建設／群銀みやま会／群桐エ
コロ㈱／㈱群桐産業／㈱群馬ナブコ／
群馬燃料㈱／群馬ヤクルト販売㈱／ケ
イホク工業㈱／ケービックス㈱／古賀
オール㈱北関東支店／㈱石宝／寿化工
機㈱群馬営業所／㈱寿大光／小林興業
㈱／㈱小林板金工業／㈱サーモテック
／坂本工業㈱／㈲ささの産業／佐藤輝
久税理士事務所／㈱サンユーサービス
／㈱シー・ビー・エス／㈱島岡商店／清
水モータース／㈲清村圧送／㈱シモヤ
マ／新藤電気／㈱須永不動産相談所／

㈱ソニアプラン／ソニック㈱／㈲第一
写植印刷／㈱高橋塗装工業所／田口冨
美夫／㈲タムラ／（一財）地域産学官連
携ものづくり研究機構／千代田工業㈱
／㈱千代田製作所／㈲對比地畳店／㈱
ティーズ／㈱田園都市未来新田／東洋
マインド㈱／㈱トーカイテクノ／㈱長
島エンジニアリング／中島電機設備㈱
／日新産業㈱／日通太田運輸㈱／日本
治具㈱／㈱ネクスト／㈲橋本塗装／蓮
見建築設計室／㈱塙製作所／㈱原ネー
ムプレート製作所／㈱東日本肥料／英
重機工業㈱／福島伊和夫／藤生眼科医
院／㈲富士協栄／富士部品工業㈱／㈱
フセラシ群馬工場／ベスト資材㈱／プ
リオホールディングス㈱／㈱ブルーペ
ッパー／㈱北斗システム／ボッシュ㈱
マネージャーズクラブコスモス会／㈱
松村機械製作所／明電興産㈱／㈱明電
舎太田事業所／㈱メディカルバイオサ
イエンス／㈲茂木製作所／モメンティ
ブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジ
ャパン合同会社太田事業所／㈱モリシ
タ／矢島エンジニアリング㈱／㈱山極
／㈱ヨーユーラボ／㈱ライフシステム
／ワシントンモーターズ㈱

足利友の会／太田高校應援團／太田市
明るい社会づくりの会／太田市民生委
員児童委員協議会／熊野保育園職員／
小林康彦・小野晴也／清水昭夫／白壁
和輝／白ばらコーラス／鈴木アサ子／
鳥之郷地区民生委員児童委員協議会／
韮川グラウンドゴルフ愛好会／フレン
ドリー太田／楽生会／立正佼成会桐生
教会

日本女子大卒桜会有志から４万９７０４円
尾島地区文化祭実行委員会から
８８７９円
Ｍ．Ｓさんから１０万円
太田市保育園連絡協議会から３万円
㈲渡辺表具内装から１万円
藪塚本町婦人会から１万２０００円
㈱SUBARU板金技能士会から
３万７５２６円
ガールスカウト群馬県連盟　太田市協
議会から５０００円
カトリック太田教会から１０万円
主婦Ａさんから毛糸９袋
災害ボランティア太田から
カップヌードル１０箱
太田市ウォーキング協会からタオル
４００本

歳末たすけあい募金（内訳）
募金方法 件　　数 金額（円）
戸別募金 約55,000世帯 5,986,178
法人募金 124 1,681,352
その他の募金 18 829,419

合　　　計 8,496,949

赤い羽根共同募金の
使い道

歳末たすけあい運動と
募金の使い道

歳末たすけあい運動
「法人募金」

歳末たすけあい運動
「その他の募金」

　令和元年１０月１日から１２月３１日まで実施した
共同募金運動は、皆さまから温かいご支援・ご協力
をいただき、赤い羽根共同募金に1792万5370円、
歳末たすけあい募金に849万6949円（令和２年１月
31日現在・太田市支会合計）の募金が寄せられました。

共同募金運動にご協力
ありがとうございました

共同募金会太田市支会（社会福祉協議会内）　 ０２７６–46–6208

皆さまのご協力
ありがとうござい
ました。
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太田市社会福祉協議会 HPアドレス　http://otashakyo.jp

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

「困りごとを
ひとりで抱えていませんか？」
自立相談支援センター　自立相談支援事業のご案内

　経済的なこと、生活をするうえでの困りごとはありませんか。困り
ごとは自分だけではなかなか解決できません。
　まずは、相談してみてはいかがでしょうか。相談員が一緒に解決
方法を考えます。相談はご本人からでも、周りの方からでも大丈夫
です。

場　　所

お茶の間カフェ
ひだまり太田

お茶の間カフェ
くあい

お茶の間カフェ
さわの

お茶の間カフェ
にらがわ

お茶の間カフェ
とりのごう

お茶の間カフェ
ごうど

開催場所 八幡町会館 
(八幡町10-6） 九合児童館 沢野児童館 韮川児童館 鳥之郷児童館 強戸児童館

開催日時
毎週火・金曜日 毎週水・金曜日 毎週水・金曜日 毎週水・金曜日 毎週火・木曜日 毎週月・木曜日

午前10時～午後2時

お茶の間カフェ
きゅうはく

お茶の間カフェ
ほうせん

お茶の間カフェ
もりた

尾島・世良田地区
お茶の間カフェ
町民の森カフェ

お茶の間カフェ
やぶづか

開催場所 休泊行政センター 西野谷集会所　　
（西野谷町253）

吉沢二区集会所
（吉沢町3964-78）

太田市ボランティア
センター

大久保公民館
（大久保町116）

開催日時
毎週水・金曜日 毎週月・木曜日 毎週火・木曜日 毎週火・木曜日 毎週月・木曜日

午前10時～午後2時

　「お茶の間カフェ」は、子どもからお年寄りまで誰もが過ごせる居場所として、オープンしています。気軽
に立ち寄れますのでぜひ足を運んでみてください。
　また、ホームページにもお茶の間カフェの利用案内や予定表などの詳しい記載がありますので、そちら
も併せてご覧ください。
高齢者ふれあい推進事業（お茶の間カフェ）　http://otashakyo.jp/receive/elderly/お茶の間カフェ/

お茶の間カフェのお知らせ

地域福祉グループ　 ０２７６–30–0033

福祉のお仕事
施設見学会を開催します

相談受け付け
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）
※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。

太田市社会福祉大会
　１月２９日㈬、太田市民会館において開催され、ご来賓や福祉
関係者など約1000人の方々にご参加いただきました。
　第１部は地元太田市出身の岡田浩暉さんによるアトラクショ
ンが行われ、第２部式典では、本市社会福祉の向上に長年にわた
り貢献された122人の方が表彰を受けられました。

令和元年度

企画総務グループ　 ０２７６–46–6208

　福祉に関心のある方、介護の仕事を希望する方を対象に、
福祉施設の見学会を開催します。ぜひご参加ください。

日時　3月12日㈭、午後2～3時
会場　㈲ひまわり介護サービス（太田市台之郷町307番地）

～グループホーム・小規模多機能ホーム・訪問看護
ステーションなど～

参加費　無料
定員　10人程度（先着順）
申し込み　太田市福祉人材バンクへ来所または電話
※雇用保険受給資格者証の求職活動実績になります。

太田市福祉人材バンク（福祉会館内）　 ０２７６–48–9599

〇お茶菓子代　１００円
〇昼食代　４００円程度（お昼は当日の１０時３０分までに受け付け。お弁当を持参可）
〇送迎代　１００円（送迎はお茶の間カフェが開催している地区にお住いの方が対象です）

第2部　式典

第1部　
岡田浩暉さんトーク&ミニコンサート


