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平成27年8月27日、第2１回栃木県民福祉のつどいの席上、下記の個人が表彰されました。
【栃木県知事表彰】 【栃木県社会福祉協議会会長表彰】
　民生委員児童委員 　民生委員児童委員　・山中　妙子　様　・諏訪　洋子　様　・石川　眞知子様
　・真瀬　清子　様 【栃木県身体障害者団体連絡協議会会長表彰】
   　自立更生者 　　 ・野辺　  実　 様 おめでとうございます

ご協力ありがとうございました

賛助会員　(順不同・敬称略)

●㈱UACJ製箔野木工場
●東洋精工㈱
●日鐵住金建材㈱野木製造所
●㈲山根工業
●㈱乃木鈴建設産業
●㈱アイザックパッケージ
　　事業本部野木工場
●㈲舘野造園
●㈲峯造園
●浅野パッケージ㈱
●㈲岡部電器
●㈲野木タクシー
●㈱ハリヤ
●㈱栃木銀行野木支店
●道浦工業㈱
●寺田斫工業㈲
●足利小山信用金庫野木支店
●小山合同タクシー㈱
●虎屋電機㈱　野木店
●小山農業協同組合野木支店
●㈲針谷工務店
●オカサッシ工業㈱
●トーセロ・ロジスティクス㈱
●㈲岩波興業
●㈲丸イ瓦工業
●寺内電設㈱
●㈱日誠工業
●㈲平澤製作所
●㈱ヒラサワ
●㈲三田商会
●㈲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
●弘電商事㈱古河支所
●㈲川島自動車工場
●日本ピストンリング㈱栃木工場
●㈱伊藤ダンボール関東
●栄研化学㈱野木事業所
●寿工業㈱
●㈱CSIジャパン
●ゼブラ㈱野木工場
●坂本香料㈱野木工場
●㈲山中製作所
●十條パッケージ㈱
●野木神社社務所

平成27年度
野木町社会福祉協議会会員募集
日本赤十字社社員募集

社協会員募集・日赤社員募集につきましては、
多くの皆様のご協力をいただき深く感謝申し上げます。

社協会員会費実績

日本赤十字社社員・社費実績

区名 普通会員 特別会員 寄　付 合　計

世帯数 金額・円 世帯数 金額・円 世帯数 金額・円 世帯数 金額・円

友 沼 378 189,000 1 1,000 379 190,000

松 原 730 365,000 2 2,000 5 1,400 737 368,400

新 橋 1,142 571,000 17 20,000 256 63,210 1,415 654,210

野 木 441 220,500 8 8,000 2 600 451 229,100

野 渡 358 179,000 3 1,100 361 180,100

南赤塚 481 240,600 2 3,000 6 1,800 489 245,400

中 谷 94 47,000 3 3,000 97 50,000

丸林東 854 437,000 3 12,000 148 57,500 1,005 506,500

丸林西 631 315,500 15 4,000 646 319,500

潤 島 538 269,014 1 1,000 3 500 542 270,514

若 林 175 87,500 5 5,000 180 92,500

佐川野 240 120,000 240 120,000

川 田 149 74,500 2 2,000 151 76,500

区合計 6,211 3,115,614 44 57,000 438 130,110 6,693 3,302,724

賛　助　会　員（寄付含） 45 事業所 240,000

総　　　合　　　計 3,542,724

区 名

一 般 社 員 特 別 社 員 寄　 付
合　　計505000 円以上円以上

2,002,0000 円未満円未満 2,002,0000 円以上円以上 505000 円未満円未満

件 数 金額・円 件 数 金額・円 件 数 金額・円 件 数 金額・円

友　沼 377 188,500 1 2,000 378 190,500

松　原 708 354,500 33 10,000 741 364,500

新　橋 1,053 536,250 4 9,000 361 81,566 1,418 626,816

野　木 453 277,500 453 227,500

野　渡 352 176,000 7 2,400 359 178,400

南赤塚 490 245,000 2 250 492 245,250

中　谷 97 48,500 97 48,500

丸林東 840 420,600 181 67,000 1,021 487,600

丸林西 612 306,500 30 8,728 642 315,228

潤　島 541 270,500 1 2,000 3 600 545 273,100

若　林 176 90,000 3 6,000 1 300 180 96,300

佐川野 240 120,000 240 120,000

川　田 151 75,500 151 75,500

総合計 6,090 3,059,350 9 19,000 618 170,844 6,717 3,249,194
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ボランティアサマースクール
小学生チャレンジスクール
ボランティアサマースクール
小学生チャレンジスクールを開催しましたを開催しました

　７月27日～31日に開催された「ボランティアサマースクール」、「小学生チャレンジスクール」には高
校生４名、小学生38名が参加しました。今年の「ボランティアサマースクール」と「小学生チャレンジス
クール」では、手話・点字・朗読の福祉体験講座の他、10月から始まる共同募金についての学習と地域に
設置する募金箱作りを行いました。
　様々な体験、学習をとおして福祉の理解を深めることができました。５日間の期間中多くのボラン
ティアの方々に協力していただきました。ありがとうございました。

施設交流活動施設交流活動

　　　　新橋児
童館・社会福祉

法人　パステル
・

介護サービス
利用者宅の３

カ所に分かれ
て、生

徒は利用者の
方とのふれあ

いを中心に、そ
れぞ

れの施設での仕
事の一部を体験

しました。

　普段の生活で
は関わる機会が

少ない方々との

交流は最初戸
惑っていまし

たが、職員の方
々に

サポートして
いただき、次第

に打ち解ける
こと

ができました。

高校生
2日目
3日目

救急手当について救急手当について
　　　　　とちぎ福祉プラザにて、日赤倉庫の見学と救急手当講習を体験しました。
　日赤倉庫の見学では、備蓄されている災害時の救援物資について説明していただきました。救急手当では講師の柏崎氏の指導のもと、救助者を発見したら、まず周囲の人に助けを求めること、心臓マッサージは絶えず行い続けることなどを学びました。

小学生
3日目

共同募金についての学習＆　　募金箱づくり
共同募金についての学習＆　　募金箱づくり　講師の池田氏によるクイズ形式での共同募金の学習では、楽しく「じぶんの町を良くするしくみ」について学ぶことができました。手作りの募金箱は、10月からの共同募金で地域内に設置されるとともに、街頭募金でも使用されました。

小学生
2日目

流しそうめん＆
バーベキュー
流しそうめん＆
バーベキュー

　高校生・小学生と
もに最終日はみんな

が楽し

みにしていたプログ
ラム、ホープ館の庭

で流し

そうめんとバーベキ
ューを楽しみました

。竹と

んぼの会の協力のも
と、自分たちで器と

箸を竹

で作りました。

高校生
小学生
最終日
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　Ｑuality of Life（QOL 生活の質）同様に、Ｑuality of Ｃommunity（QOC　地域社会の質）
が、これから一層問われてきます。新橋区はQOCの最先端です。益々期待しております。

（宇都宮大学　陣内雄次）

　新橋区は昭和57年（1982年）入居を開始、住宅と緑が調和した静かな住宅街です。住民は団塊
の世代が主流、高齢化と少子化が急速に進む地域です。
　また、区民の意識を把握するためアンケート調査を実施しました。老後の健康問題、健康に直結
した悩み事、地域活動や近隣との付き合いなどの問題が浮き彫りになりました。
　そこで、高齢者が健康で明るく住みやすい地域づくりを、区民の力で進めるため、高齢化対策検
討会を立ち上げ活動を始めました。
　高齢者の健康維持、健康寿命、高齢者同士・高齢者と子どものふれあいの場作り、隣人との絆の
強化等を考えます。
　また、高齢者が主体となる地域活動、交通安全、防犯活動、空き家の解消、高齢者の生きがい、
安全・安心な地域づくり等も重要です。
　検討会は、新橋区の役員・自治会長、民生委員・児童委員、老人会、野木町や社会福祉協議会の
関係者等で組織し、宇都宮大学　陣内教授、NPO法人風の詩　永島副理事長にアドバイザーをお
願いしました。
　検討が終了した課題から順次実施しております。
　高齢者の健康維持のためのラジオ体操は、東西両地区実施しています。参加者は両地区合わせて
100名程度ですが、時間前に集まり、あいさつと情報交換そしてラジオ体操です。
　また、高齢者に必要な福祉サービスと利用方法をまとめたマップを作り区民の皆さんにお配りし
ました。
　高齢化は自治会役員活動への参加を困難にしつつあります。区民の皆さんの負担を少なくし、自
治会活動を続けていく方法を考えております。
　さらに、新橋区の空き家を少なくする取り組みや新橋祭の役員負担の軽減、開催時間の見直し、
子供さんと高齢者が主役となる祭りとするよう見直しを進めております。
　新しい検討課題として、ふれあいサロンの充実、軽度生活
支援事業の周知と利用率の向上、自治会活動の充実、災害時
要援護者マップの作成および自由型ふれあいサロン「すまい
る」の開設に向けて検討を行っております。
　高齢者が自宅で明るく元気に生活出来る地域づくりを進め
て行くために、区民と一体となって問題点に取り組んでゆき
たいと考えております。

高齢者が地域で明るく元気に暮らしてゆくために
～新橋区高齢化対策検討会の概要～

地域での
取り組み

新橋区長　小池　章三

高齢者が安心して暮らせる町づくり

野木町の高齢者対策の
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　町では地域の皆さんと協力して高齢者の方々が住み慣れた地域で安心して生活
が出来るように、さりげない見守りを通して地域に安心の輪を広げる見守りネッ
トワークづくりに取り組んでいます。
　見守りや災害支援を希望される方又は、協力できる方は、下記までお問い合わ
せください。

野木町　安全・安心見守りネットワーク
～さりげない見守りで高齢者の方々の安心を支えます～

地域での
見守り

野木町ふれあいサロン地域の
オアシス

①声かけ、訪問による日常の安否確認 ････････新聞・照明・雨戸・声かけ・電話　など

②異変を発見した場合の必要な支援 ･･････････地域包括支援センター、消防への連絡

③災害時の支援 ････････････････････････････避難誘導支援、避難所支援

見守りネットワークの３つのポイント

①地域との繋がりができる ･･････････････････訪問・電話等により顔見知りの関係になる

②介護保険制度や障がい者福祉サービス等へのつなぎ

　　　　　　　　　　　　　　　 ････････････適切なサービスの提供までの手続き

③認知症・虐待の早期発見と対応 ････････････早期に発見ができ、適切な対応につなげる

④閉じこもりの防止 ････････････････････････地域との繋がりにより防止できる

⑤孤独死・孤立死の防止 ････････････････････早期に異変を発見でき適切な対応ができる

⑥地域防犯力の強化 ････････････････････････地域の防犯意識が高まる

【問い合わせ先】 野木町地域包括支援センター　☎５７－２４００
 野木町健康福祉課高齢福祉係　☎５７－４１９７

【問い合わせ先】 野木町社会福祉協議会　☎５７－３１００

　ふれあいサロンとは、高齢者の皆さんの生きがいや仲間づくりを目的に、ボラ
ンティアの方々の協力を得て、健康相談、健康体操、お茶会などの趣味活動を皆
さんで企画し、誰もが参加できるふれあいの場です。

　対象者：町内に居住する65歳以上の方
　　　　　（介護保険の要支援・介護認定を受けている方は除く） 
　内　容：月２～４回(火曜日)（開催回数は会場によって異なります）
　利用料：１回１００円

見守りネットワークの効果

取り組みを紹介します
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～男性の皆さん厨房に入ってみませんか？～

●日 　 時／第２回　平成27年11月20日（金）10：00～12：00
　　　　　　第３回　　　　　12月 ４日（金）10：00～13：00
●場 　 所／野木町公民館１階　幼児室（９時５０分集合）

●対 象 者／町内在住65歳以上の男性で料理に興味のある方（普段、料理をしない方でも）

●持 ち 物／筆記用具（第３回は　エプロン、三角巾、タオルが必要となります）
●定 　 員／20名（定員になり次第締め切らせていただきます）
●講 　 師／野木町健康福祉課　栄養士

●内 　 容／第２回　食材から調理するメニューを考えよう！

　　　　　　第３回　メニューを実際に作ってみよう☆

●申込受付／平成27年11月９日（月）～

地域包括支援センター　☎５７－２４００までお申込みください

健康な生活の基本は「食生活」からです。
「食べることが楽しみ」「料理をしてみたい」という男性の皆さん、バランスの良い食事
を自分のため、家族のために作ってみませんか。
今まで包丁を持ったことのない方も大歓迎です。気軽にお申込みください。

『男の料理教室』参加者募集

善意の寄付
《６月》・匿名　様　 ･･･････････････････････50,000円
 ・昇柳会　様････････････････････････18,590円
 ・五家英子　様･････････････････････ 車いす１台
 ・文化協会歌謡部　様････････････････15,670円
《７月》・匿名　様 ･････････････････････････ 軍手72組
《８月》・野木町商工会女性部　様 ･･･････････28,000円
《９月》・あずまりかファンクラブ事務局　様 ･･ 5,000円
《10月》・秋葉歌謡教室（絆会）　様 ･･････････ 5,000円
 ・渡邉会計事務所　様････････････････50,000円
 ・五家英子とみんなで楽しく踊ろう会
 　よさこい野木支部（野木ひまわり・のぎコスモス・YOSAKOI桜） 様
　 　･･････････････････････････････････車いす1台
 ・野木ライオンズクラブ　様･･････････50,000円
 　（ゴルフコンペなどの収益による寄付）

ありがとうございました!!

よさこい野木支部 様

野木ライオンズクラブ 様

（～７日）
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　野木町社会福祉協議会では、日頃から抱えているいろいろな悩みや問題について、
相談に応じられるように「ふれあい福祉総合相談」を開設しています。

●相談日：奇数月の第３木曜日
　　　　　午前10時～正午
　　　　　11/19、１/21

～法律に関わる相談のある方～
■予約が必要ですので、下記までご連絡ください。

●相談日：月～金曜日
　　　　　午前８時30分～午後５時15分

～ボランティア保険の加入や、社会福祉
　　　支援活動等に関する相談のある方～

●相談日：月～金曜日
　　　　　午前８時30分～午後５時15分

～生活資金や日常金銭管理に心配のある方～

『ふれあい福祉総合相談』のお知らせ

法律(弁護士)相談

ボランティア相談

●相談日：毎月第１・第３水曜日
　　　　　午前10時～正午

～家庭の悩み・心配ごとのある方～

心配ごと相談

●相談日：月～金曜日
　　　　　午前８時30分～午後５時15分

～介護に関する相談のある方～

介護相談

生活資金・地域福祉権利擁護相談

●無料です
●秘密は厳守いたします
●法律相談は、事前予約が
　必要です

相談は

野木町社会福祉協議会
(野木町老人センター内)
電　話　57‒３１００
ＦＡＸ　57‒３１０１

場所・問い合わせ先
ホープ館
老人福祉センター

至小山

至古河
GS

図書館

国
道
４
号
線

野
木
駅

消
防
署

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27年10月29日発行

野木町社会福祉協議会
　☎０２８０－５７－３１００

第三者委員
・成田　肇子
・田部井一男
・知久　文江

福祉サービスを利用して

　　　　　　はありませんか？困ったこと
福祉・介護サービスへのお問い合わせ、
相談は下記事業所、第三者委員まで、お
気軽にご相談ください。

ミニ面談会
＜小山、下野、野木エリア＞

11月13日（金）午後１時～3時30分（受付は３時まで）
参加費無料　出入り自由

【内容】

【会場】

●面談会
エリア内求人事業所が参加し、採用
担当者に仕事内容や応募条件などを
直接聞くことができます。

※採用面接ではありませんので、お気軽にお越しく
ださい。

※参加事業所の情報は、実施日の約２週間前から福
祉人材・研修センターのホームページ（「とちぎ福
祉ナビゲーション」からアクセス）、又は直接当セ
ンターで確認してください。

●相談コーナー
栃木県福祉人材センターの相談員
が、福祉の仕事に関する相談に応じ
ます。

※福祉分野の職種や仕事内
容、資格の種類・取得方
法、求人情報、求職票登
録、当センターの利用案内
など

小山グランドホテル
住所：小山市神鳥谷202
JR東北新幹線・宇都宮線 小山駅よりお車で約5分

【お問い合わせ】
社会福祉法人栃木県社会福祉協議会
福祉人材・研修センター（福祉人材無料職業紹介所）
住所：宇都宮市若草1-10-6 とちぎ福祉プラザ内
TEL 028（643）5622



平成 2 7 年度
福 祉 講 演 会

野木町社会福祉協議会

■お問い合わせ先　　野木町社会福祉協議会　TEL ０２８０－５７－３１００

赤い羽根共同募金配分金事業

日　時

会　場

主　催

整理券

配布場所


