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　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。

　「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
ことができるよう、住民の参加や理解を得
て多様な福祉活動を展開するものです。
　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。ま
た地域で実施される通年事業（ふれあ
いいきいき、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132社から
175万3314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、1月末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58,000世帯 16,812,189
街頭募金 1 8,888
個人募金 8 42,402
学校募金 25 501,413
職域募金 155 306,056

その他の募金 50 80,438
合　　　計 17,751,386

※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。

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／㈱AQUA建築
設計／あまぬま歯科クリニック／㈲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／岩崎工業㈱／植木プラスチッ
ク㈱／㈲永新工業／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／㈲大島工業／㈱
大嶋電機製作所／太田海産㈱／（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／荻原建設㈱／介
護付有料老人ホームふる里／㈱岳陽堂
／㈱笠原鉄工所／㈱金谷計画／㈱金
谷興油／㈱金子水道設備／㈱加松製
箱所／㈲亀屋・高槗硝子店／㈱カワム
ラ／関東帝国警備保障㈱／季節料理た
ぐち／㈱北村建築設計事務所／㈱キッ
ツエスシーティー新田SC工場／㈲儀間
商店／共栄プレス工業㈱／㈱グリーンマ
ンション／㈱グレイス／㈲クローバ電器
製作所／㈱グンエイ／㈲群英建設／群
銀みやま会／群桐エコロ㈱／㈱群桐産
業／群馬電気㈱／群馬燃料㈱／群馬
ヤクルト販売㈱／ケイコムエンジニアリン
グ㈱／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／坂本工業
㈱／佐藤輝久税理士事務所／㈱山晃
／㈱サンテック／㈱サンユーサービス／

㈱アキレス／ガールスカウト群馬県第75
団／熊野保育園職員／小林康彦・小野
晴也／清水昭夫／白ばらコーラス／鈴
木アサ子／鳥之郷地区民生児童委員
協議会／楽生会（敬称略）

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58,000世帯 5,960,865
法人募金 132 1,753,314

その他の募金 11 307,655
合　　　計 8,021,834

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３年１０月１日から１２月３１日まで実施した共同
募金運動に、皆さまから温かいご支援・ご協力を
いただきました。ありがとうございました。

60歳以上の方を採用できる
事業所を募集しています

　高齢者無料職業紹介所では、おおむね60歳以上の方を対象に仕事の紹介
を行っています。経験豊富な高齢者の方を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。

赤い羽根共同募金　 １７７５万１３８６円
歳末たすけあい募金　８０2万1834円

（令和４年１月末日現在・太田市支会合計）

https://www.akaihane-
gunma.or.jp/

群馬県共同募金会ホームページ

赤い羽根データベース　はねっと

共募太田市支会(社会福祉協議会内)
０２７６–46–6208

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

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

事業所の方へ

　市内在住の目の不自由な方々を対象に、太田朗読奉仕会が録音したＣＤ「広報おおた」を
配布しています。返却不要。希望される方は社会福祉協議会までご連絡ください。

https://hanett.akaihane.
or.jp/

共同募金運動にご協力
ありがとうございました

㈱シー・ビー・エス／㈱島岡商店／清水
モータース／新藤電気／ソニック㈱／㈲
第一写植印刷／㈲大平製作所／㈱高
橋塗装工業所／㈲タムラ／（一財）地域
産学官連携ものづくり研究機構／㈱千
代田製作所／對比地畳店／㈱辻商店
／東亜工業㈱／東洋マインド㈱／利根
建設㈱／㈱長島エンジニアリング／中
島鉄工㈱／中島電機設備㈱／㈱西岡
設計／日通群馬物流㈱／㈲橋本塗装
／㈱塙製作所／春山設備工業㈱／㈱
東日本肥料／英重機工業㈱／福島伊
和夫／㈲福田鋼機製作所／藤生眼科
医院／富士部品工業㈱／富士プラント
㈱／㈱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／㈲マインド／㈱松
村機械製作所／㈲マユミ工業／㈲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／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㈱／矢島工業㈱／㈱山
極／山田社会保険労務士事務所／ゆぽ
か／㈱ヨーユーラボ／㈲吉田圧送／竜舞
プラスチック㈱／ワシントンモーターズ㈱
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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。

やさしいこころ 10月から12月まで

補償期間　令和4年4月1日㈮〜5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14日㈪〜3月31

日㈭。以降は随時受け付け､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
　特定感染症重点プラン550円【新設】

必要書類　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（土・日曜日、祝日を除く）　
●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

令和4年度 ボランティア活動保険

丘なる実群馬県後援会から３万円
濵田昭雄さんから５０００円
太田商工会議所会員親睦チャリティーゴルフ大会参加者一同から１０万円
国際ロータリー第２８４０地区第４分区１０クラブから８万５０００円
両毛ヤクルト販売㈱から１３万円
太田双葉イーグル競技会から５０００円
真藤真向法愛好会（木崎公民館）から５０００円
太田ベンチャークラブから３０００円、タオル７４枚
ふりーまーけっとの会から５６７０円
岡島孝男さんからアカザのつえ35本、スキーウエア６着
T.O.さんからおむつ5袋・防水シーツ1枚
松葉いね子さんから帽子30個
あしながおじさんから花84鉢
飛川幸雄さんからランドセル3個
ネパールの女神さんから筆記用具37セット

　令和4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
ティア中のけがや損害賠償責任を補償します。希望する方は手続きを
お願いします。

　各地で自然災害が多発する今日、太田市においても「令和元年第１９
号台風災害」において水害が発生し、初めて災害ボランティアセンター
を開設しました。この経験をいかし、災害ボランティアセンターの運営
を担う太田市社会福祉協議会とさまざまな業種の会員が所属し、プロ
ボノ系災害支援活動を得意とする太田青年会議所が協定を結び、有事
の際に迅速な支援活動を行うため、令和３年１２月１７日に本協定を締結
しました。

「災害時における協力体制に
関する協定」を締結

生活支援体制整備事業とは?
　太田市では、地域の「支え合い」を大切にし、いつまでも住み慣れた
地域で自分らしく暮らすために「生活支援体制整備事業」を開始して
います。
　日頃、地域住民同士で気にかけていない活動も実は地域の支え
合い活動としてとても大切な役割（意味）を持っています。そのような
名前もついていない身近で自然な支え合い活動を「地域のお宝」と
称し、お宝の大切さに気付き、広く地域住民の方にも知ってもらえる
よう、生活支援体制整備事業では各地区のお宝の発見・取材・周知を
行っていきます。
　例えば、生活の中の当たり前の行動である「お茶飲み」は、自然に発
生したサロンのようなもの。「おしゃべり」をすることは、立派な脳トレ
で、お互いに見守り・見守られ、自然に安否確認をしています。さらに
は、情報交換の場、困りごとの相談の場だったりします。また、「お裾分
け」は、家事のちょっとした支援、仲間を車で「送迎」し、一緒に買い物
に行けば移動支援になります。

　皆さまの今あるつながりを「支え合い活動」として意識してみてくだ
さい。

『つながる通信』
　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、さまざまな活動に制限が出てい
ます。しかし、同時にそれに負けない住民による創意工夫や新しいつながり方が
動き出しています。「つながる通信」では、そうしたコロナに負けない地域のつなが
りやパワーを発信し、各地でお役立ていただく一助となれればと願っています。

地域福祉係　 ０２７6-30-0033

詳しくはこちら▶
つながる通信

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 趣味や団体の仲間 食事会・飲み会

　コロナ禍でも対策をして行われている、このような自然な支え合い活動（お宝）を
探して、生活支援コーディネーターが取材し、つながる通信として発行しています！

設置場所
●福祉会館
●総合健康センター
●各行政センター

　今年度の太田市社会福祉大会は新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため中止となりました。
　式典は行いませんが、本市の社会福祉の向上に長年にわたり貢献さ
れた110人と9団体に表彰状・感謝状を贈りました。

表彰　区長功労者　11人
民生児童委員功労者　41人
社会福祉法人、社会福祉施設、社会福祉団体および社協の役職員
功労者　41人

感謝　社会福祉事業協力者　17人
社会福祉事業協力団体　9団体

令和3年度　太田市社会福祉大会


