
　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ＣＤを
配布しています。返却不用。希望される方は社会福祉協議会までご連絡ください。

太田市社会福祉協議会HP　http://otashakyo.jp
社協だより令和3年3月1日発行

第96号 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
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HPはこちら▲

●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。
　子ども・若者支援､高齢者支援、障が
い児・者支援、災害支援､社会課題解決
など、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HP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130社から､
216万4070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12月30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 16,810,046
個人募金 6 76,905
学校募金 44 765,377
職域募金 164 316,149
その他の募金 52 101,952

合　　　計 18,070,429

※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）

アイオー信用金庫太田営業部／㈱アイ
リス／赤城食品㈱／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／
新井ハガネ㈱太田事業所／石川建設
㈱／市川建設㈱／㈱糸井建築設計事
務所／植木プラスチック㈱／㈲永新工
業／㈱ＡＩＣホールディングス／エステー
イー／㈱エム・ケー／㈱エム保険グルー
プ／王子製鉄㈱群馬工場／㈱オオイ
テック／㈲大島工業／㈱大嶋電機製作
所／太田海産㈱／㈱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
／太田中央ライオンズクラブ／太田中央
ロータリークラブ／太田都市ガス㈱／太
田西ライオンズクラブ／太田ボディビル
センター／太田南ロータリークラブ／㈲
大平製作所／岡田工業㈱／㈱オカムラ
精工／荻原建設㈱／介護付有料老人
ホームふる里／㈱笠原鉄工所／㈱金谷
計画／㈱金子水道設備／㈱加松製箱
所／㈲亀屋・高𣘺硝子店／㈱カワムラ
／関東帝国警備保障㈱／㈱北村建築
設計事務所／㈱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／㈱グレ
イス／㈱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／㈱小
島不動産／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／㈲ささの産業／
佐藤輝久税理士事務所／㈱山晃／㈱

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／新藤電気／㈱須永不動産相談
所／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／中島鉄工㈱／
中島電機設備㈱／㈱中正建設／㈱西
岡設計／日新産業㈱／日通群馬物流
㈱／日本治具㈱／橋本清掃㈱／㈲橋
本塗装／蓮見建築設計室／㈱塙製作
所／㈱東日本肥料／英重機工業㈱／
福島伊和夫／藤生眼科医院／富士部
品工業㈱／㈱フセラシ群馬工場／㈱古
川製作所／ベスト資材㈱／㈲ベストプラ
スチック／㈱北斗システム／㈱孫の手・
ぐんま／㈲昌藤／㈱松村機械製作所／
㈲ムトウ／㈲明伸エンジニアリング／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／㈱メモリード
／㈲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／山田社会保険労
務士事務所／㈱ヨーユーラボ／ワシント

♡ＺＵＭＢＡサークル／山崎正昭／足利
友の会／楽生会／小林康彦・小野晴也
／熊野保育園職員／鳥之郷地区民生
児童委員協議会／清水昭夫／鈴木ア
サ子

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 5,949,961
法人募金 130 2,164,070
その他の募金 11 259,614

合　　　計 8,373,645

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2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1807万429円、歳
末たすけあい募金に837万3645円（令和3年１月25
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

皆さまのご協力
ありがとうございました。

共募太田市支会(社会福祉協議会内)
０２７６–46–6208

ンモーターズ㈱

60歳以上の方を採用できる
事業所を募集しています

〜事業主の皆さま〜

　おおむね60歳以上の方を対象に職業紹介を行っています。事業主の皆さ
ま、経験豊富な高齢者の方をぜひ雇用してみませんか。職種は問いません。
まずはお問い合わせを。

申込受付時間　9：00〜16：30

高齢者無料職業紹介所　 0276-46-6044
太田市飯塚町1549　太田市福祉会館1階

求人者求職者

求職申し込み

労働契約
おおむね60歳以上の

就職を希望する方
工場や福祉施設など
高齢者の雇用を希望

している事業所

高齢者無料職業紹介所

求人申し込み

紹介

労働契約
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今回の「社協だより」は、赤い羽根共同募金の助成を受けて
１部あたり3.08円で作製しました。

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

ひとりで悩まず、まずは相談
自立相談支援センター　自立相談支援事業のご案内

●生活の「不安」や「心配」はありませんか？
●失業したが、なかなか仕事が見つからない。
●子どもが長い間、就労できずにいる。

相談はご本人からでも､周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。

場　　所
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。

　１月２8日㈭、太田市民会館スタジオにおいて表彰式を開催しました。
　本市社会福祉の向上に長年にわたり貢献された９４人が受賞され､代表者
３０人が参加しました。

太田市社会福祉大会令和2年度

令和3年度

企画総務係　 ０２７６-46-6208

　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。
　日程や会場などはHPに掲載しております。ぜ
ひご覧ください。

子育てサロン日程

地域福祉係　 ０２７6-30-0033

やさしいこころ 10月から12月まで

詳しくはこちら▶

地域のお宝発見! 『つながる通信』

補償期間　令和3年4月1日㈭～翌年3月31日㈭
受付期間　４月１日からの補償をご希望の場合、３

月１５日㈪～３月３１日㈬（土日、祝日を除
く）。その後は、随時受け付け､補償は手
続き完了日の翌日からとなります。

掛 け 金　基本プラン３５０円
　　　　  天災・地震補償プラン５００円

ボランティア活動保険

ふりーまーけっとの会から１万９０５０円
太田商工会議所会員元気化チャリティーゴルフ大会参加者一同から５万７６００円
濵田昭雄さんから５０００円
国際ロータリー第２８４０地区第４分区１０クラブから１０万円
ＮＰＯ法人日本入れ歯リサイクル協会から６９０４円
両毛ヤクルト販売株式会社から８万円

　現在､新型コロナウイルス感染症が拡大する中で､それに負けない住民によ
るさまざまな活動や新しいつながり方が動きだしています。「つながる通信」で
は、そのような地域の支え合いを「お宝」として発信しています。詳しくはホーム
ページをご覧ください。

　成塚中央公園で行われていた
グラウンドゴルフでしたが、新型
コロナウイルスの影響で公園が
使えなくなってしまいました。地
区の行事がほとんど中止になっ
ている中､少しでも活動ができ
ないかという想いから、成塚稲
荷神社公園をグラウンドゴルフ
ができるように整備して､月曜日
と金曜日の週２回で始まりました。
感染予防対策のため毎回名簿を
作り体温を記入しています。

提出書類　  ボランティア活動保険加入申込書・
会員名簿（団体加入で申込書に氏名
を記入しない場合）

申し込み
太田市ボランティアセンター
　（粕川町520　尾島庁舎西側）
　 0276-60-7280
本所（飯塚町1549　太田市福祉会館内）
　 0276-46-6208
西部支所
　（新田反町町831-3　新田福祉総合センター内）
　 0276-57-2616

♡お宝紹介

コロナ禍でもグラウンドゴルフでつながり
を切らない成塚町

　地域にある「日常のつきあい」からうまれた、自然なささえ合い（お宝）を探し、
「見える化」し、地域の人たちに知ってもらえるよう「見せる化」していきます。

地域福祉係　 ０２７6-30-0033

　令和3年度のボランティア活動保険の受け付け
を開始します。ボランティア中のケガや損害賠償責
任を補償します。加入される場合は手続きをお願い
します。

※日程は変更になる場合もありま
すので、ご了承ください。

地域にある日常のつきあい

お茶飲み お散歩仲間 ラジオ体操 趣味の仲間 食事会・飲み会

太田双葉イーグル競技会から５０００円
太田ベンチャークラブから１万円・タオル１６５本
新田貯筋体操サークルから１万円
フレンドリー太田から手作りマスク２４２枚
三洋電機洋友会群馬地区から車椅子１台
株式会社バンテックイーストから車椅子１台
織田陽子さんからせっけん９３個
あしながおじさんから花46鉢・雑貨33個・お菓子セット11個

地域のお宝を教えてください!
◀︎つながる通信

▲オープニングコンサート ▲表彰式


