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ふれあいの心がつまっています。

福祉講演会を実施しました
平成25年度 野木町社会福祉協議会

認知症の人と家族の会栃木県支部長
金澤　林子 氏を招いて
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【表　彰】
◆民生委員・児童委員
◦小池　章三　　様
◦島田　弓子　　様
◦菅野　由紀子　様
◦伏木　文子　　様
◦大野　征士　　様
◦宇梶　節子　　様
◦下坂　マチ子　様
◦針谷　幸男　　様
◦長澤　きよ子　様
◦久米　初美　　様
◦大川　由江　　様
◦小林　靜子　　様

◆主任児童委員
◦針谷　啓子　　様
◦栗原　文子　　様

◆社会福祉事業等の協力者
◦田部井　一男　様

【感謝状】
◦株式会社CSIジャパン　様
◦野木ライオンズクラブ　様
◦松永　廣吉　　　　　　様
◦矢畑直売所　　　　　　様
◦渡邉会計事務所　　　　様
◦杏林製薬株式会社　　　様
◦五家　英子　　　　　　様

野木町社会福祉協議会　表彰・感謝状受賞者

受賞された皆様
おめでとうございます！！

福祉講演会
平成25年度 野木町社会福祉協議会

　平成25年度 野木町社会福祉協議会 福祉講演会が平成25年12月７日、野木町老人福祉センター（ホープ館）にて
開催されました。式典では、日頃から社会福祉に尽力されている方々に表彰状ならびに感謝状が贈呈されました。
　式典終了後は、「認知症の人と家族の会」栃木県支部長の金澤林子さんを講師に迎え、「明日をみいだす本人、
家族の声を生かす地域」をテーマに講演会を実施しました。参加者は、認知症の理解を強く求める金澤さんの話
に感銘し、真剣に耳を傾けておられました。
　また、会場には福祉機器の体験コーナーが設けられ、実際に福祉機器を体験し使い心地を確かめながら、詳し
い性能などを質問されていました。

【参加者の感想をご紹介します】

高齢化社会になっていく中で誰
でも直面する事。皆で考えてい
かなければならない問題だと思
いました。お話も分かりやすく、
現実感があって良かったです。

60代・女性

「認知症の方を理解する」とい
う金澤さんの言葉に深く考えさ
せられました。実は「認知症の
方の気持ちになる」という当た
り前の事がどれだけ大切なのか
を知る良い機会となりました。

20代・男性

母が認知症になり、施設に入っ
ています。スタッフの方々に大
変お世話になっていますが、私
たちも対応に悩んでいます。今
日はとても参考になりました。
ありがとうございました。

50代・女性 認知症の種類が多いこと、その
原因は70～80もあること。た
くさん知りました。栃木県民は
義病気を隠したがる。みんなに
公表し、地域の人々の協力を求
めることが大事である。明日は
我が身、どう生きたいか考えさ
せられた。

60代・女性
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〜広がっています　ふれいサロンの輪〜
　ふれあいサロンとは、高齢者のみなさんが、住み慣れた地域で生きがいをもって健康で楽し
い生活を送っていただくために、参加者と地域住民・ボランティアが共に仲間づくりや交流を
図る地域のお茶の間です。
　今回は地域で自主的に運営している会場を紹介します。お近くの皆さん遊びに来てください。

中古屋会場【友沼中古屋コミュニティセンター】
第２・４週火曜日　10：00～ 12：00

　私達のサロンは平成23年３月11日の東日本大震災
後の15日が自治会の総会でした。やっぱり地域の絆
は大切だねと話が出た中でサロンでもやりたいねと話
が出ました。責任者とスタッフが必要と考えた時、自
分が責任者を引き受けました。その後、ホープ館に相
談に行きました。まず、チラシを作り自治会に回覧し
ました。
　とりあえず自主的に１年間は続け頑張りました。月
に２回、第２火曜日は、軽体操、フォークダンス、輪
投げ、お茶会、第４火曜日は絵手紙を始めました。
他にも暑気払い、クリスマス会、お正月用フラワーア
レンジメントをし、新年を迎える準備をしました。３
月には１年間の反省会をして、次年度へ。こうして中
古屋サロンは現在進行中です。

新橋西会場【新橋小北校舎】
第２・４週火曜日　10：00～ 12：00

　新橋区は、区長が音頭をとり、開設当時の区の役員、
民生委員、ボランティアの人たちがサポーターを務め
ています。
　当日は、健康チェックをしてから始まり、ラジオ体
操をして体を温めます。内容は豊富。軽体操、ゲーム、
歌や詩の朗読、歌クイズ、講師による健康指導、そば
打ち見学、「はたけの会」の即売など。中でも茶話会は
参加者のみなさんが何より楽しそうです。東・西地区
合同でクリスマス会やお花見学を行い、交流していま
す。東西合同での運営会議を実施し、スタッフ一同た
くさんの方々に参加していただける『サロン』を目標
に頑張りたいと思っています。

新橋東会場【新橋東集会所】
第２・４週火曜日　10：00～ 12：00

　元気で明るいサロンです。毎回10〜 12人の方が参
加しています。皆さん、おしゃべりが大好きでお茶を
飲みながらお菓子を食べながら昔の事、今の事に盛り
あがっています。その他に、歌を歌ったり、体操したり、
野木町音頭を踊ったり、専門家のお話を聞いたりと和
やかに色々楽しんでいます。
　「来るだけで楽しいの。」という皆さんと一緒に７人
のサポーターも楽しんでいます。

丸林西会場【丸林西会館】
第１・３週火曜日　10：00～ 12：00

　丸林西サロンの活動は、遊び、学びにバランスを考
慮し、その延長線上に語らいの時間を持てるように計
画しています。
　主なところでは、交通安全の講話と実技を行い、自
転車運転免許証を取得「シルバー安全実践団体」とし
て小山警察署から表彰を受けることになりました。応
急手当の講習では、心肺蘇生法とAEDについて学習。
町内の施設見学。散策。栄養講座と調理実習。誕生会。
クリスマス会。軽体操。輪投げ。フォークダンス。折
り紙等内容も盛りだくさん！元気な仲間と共に回を重
ねています。

なお他の地域でも、ふれあいサロンは開設されていますので、
野木町社会福祉協議会　　☎57－3100　までお問い合わせください
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平成25年度
　赤い羽根共同募金にご協力いただき
　　　　　　　ありがとうございました
法人募金協力事業所　（順不同・敬称略）

㈱日誠工業
㈲平澤製作所
㈱ヒラサワ
㈲山田製作所
㈲渡辺塗装工業所
フクダ工業㈱
杏林製薬㈱開発研究所
東洋精工㈱
㈲川島自動車工場
日本ピストンリング㈱栃木工場
㈱伊藤段ボール関東
栄研化学㈱野木事業所
寿工業㈱

坂本香料㈱野木工場
野木神社社務所
㈲岩波興業
㈲丸イ瓦工業
小山農業協同組合野木支店
㈲針谷鐵工
道浦工業㈱
虎屋電機㈱野木店
㈱ハリヤ
㈱足利銀行野木支店
浅野パッケージ㈱
㈲舘野造園
㈱乃木鈴建設産業

平成25年度　赤い羽根共同募金実績
平成26年１月10日現在

募金（内訳） 協力（世帯）数 金額（円）
友 沼 372 151,000
松 原 733 293,450
新 橋 1,434 515,776
野 木 451 182,800
野 渡 346 138,400
南 赤 塚 529 211,600
中 谷 97 38,800
丸 林 東 996 395,550
丸 林 西 656 268,700
潤 島 525 208,600
若 林 192 77,300
佐 川 野 246 100,300
川 田 148 59,200
戸別募金合計 6,725 2,641,476
街 頭 募 金 ２ヶ所 30,715
職 域 募 金 ３ヶ所 16,650
法 人 募 金 26社 133,157
設 置 募 金 箱 ７ヶ所 34,062
利 息 　　　　　 117

総　　合　　計 2,856,177

みなさまからご協力いただいた募金は、地域福祉活動
に使わせていただきます。
⑴ 県内福祉施設等への配分
（県配分委員会により配分先や金額が決定され、栃木県内の
福祉施設へ配分されます。）
⑵ 野木町地域福祉活動への配分
　 ●ひとりぐらし高齢者の交流事業
　 ●学童・生徒Ｖ普及事業他

　この制度は、栃木県社会福祉協議会でおこない、他資金からの借入れが困難な低所得者世帯に属する者が
学校教育法に規定する高等学校、大学、または高等専門学校に就学するのに必要な経費及び入学に際し必要
な経費を貸付するものです。
　なお、貸付利子は無利子で、償還期限は20年以内です。
　※貸付には、世帯の所得制限等の貸付要件がありますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
　※他制度が利用できる場合は、そちらが優先となります。
　　（例　日本政策金融公庫の国の教育ローン、母子寡婦福祉資金貸付　他）
◎修学資金

資金種類 貸付限度 措置期間 償還期間 貸付利子

就
学
資
金

修学費

高校…月35,000円以内
高専…月60,000円以内
短大…月60,000円以内
大学…月65,000円以内

卒業後
３ヶ月以内

措置期間
経過後

20年以内
無利子

就学支度費 500,000円以内

問合せ先　　野木町社会福祉協議会　☎57－3100

貸付制度のご案内 教育支援資金（教育支援費・就学支度費）



❺

至小山

至古河

図書館
●

●GS

●
消
防
署

国
道
４
号
線

野
木
駅

ホープ館
老人福祉センター

悩みごと・心配ごと・困ったことなど

ふれあい福祉総合相談
〜ささいなことでも、お気軽にご相談ください。〜
場所／ホープ館（野木町老人福祉センター内）
相談種別 開設場所・時間 相談員 相談内容

心配ごと相談 第1・第3水曜日
10:00〜12:00

民生委員児童委員・
保護司・人権擁護委員

生活の悩みごとなど
日常生活に関する相談

法律（弁護士）
相 談

奇数月の第3木曜日
3/20

10:00〜12:00
※事前に予約が必要です。

弁護士
財産・扶養・土地・金
銭貸借・賠償・離婚等
の問題に関する相談

健 康 相 談
毎月第3火曜日
2/18・3/18・4/15
9:30〜11:30

保健師 健康管理や健康指導
に関する相談

介 護 相 談 月〜金曜日
8:30〜17:15 介護関係職員 介護に関する相談

ボランティア相談 月〜金曜日
8:30〜17:15 社協職員 ボランティアに関す

る相談

生活資金・地域
福祉権利擁護
相 談

月〜金曜日
8:30〜17:15 社協職員

生活福祉資金等貸
付・福祉サービス利
用援助・日常的金銭
管理に関する相談

◎相談は無料・秘密は厳守いたします。
◎お問い合わせまたは事前予約先

野木町社会福祉協議会
（町ホープ館内）

☎ 0280−57−3100
FAX 0280−57−3101

平成26年度ボランティア活動保険のお知らせ
ボランティア活動の行き帰りも補償されます

保険金の種類
ご加入プラン・補償金額
Ａプラン Ｂプラン

ケガの補償

死亡保険金 1,200万円 1,800万円

後遺障害保険金 1,200万円
（限度額）

1,800万円
（限度額）

入院保険金日額 6,500円 10,000円

手　術
保険金

入院中の
手術 65,000円 100,000円

外来の
手術 32,500円 50,000円

通院保険金日額 4,000円 6,000円
賠償責任
の 補 償

賠償責任保険金 ５億円
（限度額）

５億円
（限度額）

年間保険料
基本タイプ 300円 450円
天災タイプ

（基本＋地震・噴火・津波）
460円 690円

※補償期間
平成26年４月１日午前０時から平成27年３月31日午後12時まで。
中途加入の場合は、加入手続完了日の翌日午前０時から平成27年３月
31日午後12時までとなります。

問合せ・申込先　野木町社会福祉協議会

☎ 57−3100

デマンドタクシー キラ輪
りん

号からのお知らせ
　デマンドタクシーをご利用いただき誠にありがと
うございます。
　デマンドタクシーは乗り合いのため、他にも同じ
便に予約された方がいれば道順に回り、それぞれの
目的地まで運行します。そのためお迎えの時間が20
分〜 30分ほど遅れる場合があります。
　お約束の時間がある場合のご利用の際は、時間に
余裕をもった便の予約をお願いします。
　皆様のご理解・ご協力をお願いします。

キラ輪号予約センター

【ご協力お願いします】
　現在、社会福祉協議会では以下のものを回収して
おります。皆様のご協力をお願いします。

【回収しているもの】

　
【報告】エコキャップの回収（10月末現在）

今回受領個数 105,350個　
　　累計個数 963,001個　
　　ワクチン 1,158人分

１㎏につき10円をワクチン購入として寄付

介護支援専門員（正規職員）の募集
採用人数 １名　50歳まで（平成26年４月１日現在）

業務内容
介護保険事業所における
ケアプランの作成に関する業務

期 間 平成26年４月１日〜
資 格 高卒以上、介護支援専門員　※経験者優遇
勤務時間 ８時30分〜 17時15分（休憩60分）

応 募
電話連絡の上、市販の履歴書（写真添付）、
資格証明書（写）を提出（郵送可）

受付期間
必要書類を平成26年２月20日㈭までに提出してく
ださい。土・日曜日・祝日を除く（午前８時30分〜
午後５時15分）郵送の場合は、２月20日㈭消印有効

【問合せ・申込先】野木町大字友沼5840−7（ホープ館）
社会福祉法人 野木町社会福祉協議会　☎57－3100

使用済み割りばし
使い済み切手

ペットボトルキャップ

ペットボトルキャップ
860個

ポリオワクチン
１人分（20円）

二酸化炭素
6.3㎏

燃やすと… 資源にすると…

［問合せ先］
　野木町社会福祉協議会　☎57−3100



社会福祉法人

野木町社会福祉協議会
〒329−0101
栃木県下都賀郡野木町大字友沼5840−7（ホープ館）
TEL.（0280）57−3100　FAX.（0280）57−3101
●企画・編集／野木町社会福祉協議会
平成26年１月30日発行

第２回 ひとりぐらし高齢者の交流会

◦ひまわり平成会 様
…………………………… 16,339円

◦株式会社ＣＳＩジャパン 様
…………………………… 30,000円

◦佐藤真由美 様
…………………　郵便ハガキ40枚

◦野木町商工会 様
……………………………　5,914円

◦七宝焼メルヘン会 様
…………………………… 10,000円

◦匿名 様
……………………………　3,000円

◦図書館カフェ 様
……………………………　1,106円

◦匿名 様
…………………………… 50,000円

◦石岡弘子 様
…………………………… 35,849円

◦日本ピストンリング労働組合 様
…………………………… 15,000円

善 意 の 寄 付
11月

12月

１月

ありがとうございました

男の料理教室
参加者募集のお知らせ

日　　時　　平成26年２月21日㈮
　　　　　　10：00〜13：00（9：30集合）
場　　所　　野木町公民館１階　調理室
講　　師　　野木手打ち蕎麦愛好会
対 象 者　　野木町在住65歳以上の男性で、
　　　　　　料理に興味のある方
持 ち 物　　エプロン、三角巾、タオル２枚、
　　　　　　筆記用具、そば持ち帰り用容器
募集人数　　15名
　　　　　　（定員になり次第締め切らせていただきます）
申込受付　　平成26年２月12日㈬〜
　　　　　　野木町地域包括支援センター

　　　　　　☎57−2400まで
　　　　　　お申込みください

　野木町社会福祉協議会では、第２回ひとりぐらし高齢者の交流会を開催い
たします。参加ご希望の方は、下記によりお申し込みください。

◆日　　　　　時　　　平成２６年２月２７日(木)　午前１０時～午後１時

◆場　　　　　所　　　ホープ館(野木町老人福祉センター )

◆内　　　　　容　　　◦津軽三味線と民舞、歌謡ショー（喜英由会）

　　　　　　　　　　　◦落語と紙切り（真岡落語研究会）

◆参 加 対 象 者　　　町内在住６５歳以上のひとりぐらしの方

◆申 込 定 員　　　７０名（定員になり次第締め切らせていただきます）

◆申 込 方 法　　　申込受付は２月１０日(月) ～２月２１日(金)です。
電話 ☎５７－３１００ 又は直接野木町社会福
祉協議会（ホープ館）までお申し込みください。
また当日、ホープ館（老人福祉センター）までの送
迎を希望される方は、申込みの際、その旨をお伝え
ください。

（〜10日）


