
災害支援活動を実施災害支援活動を実施
３月31日宮城県七ヶ浜町へ25人が参加　３月31日宮城県七ヶ浜町へ25人が参加　【活動内容】側溝の泥出し【活動内容】側溝の泥出し

お知らせ

野木町社会福祉協議会・野木町社会福祉ボランティア連絡協議会

ホームページアドレス　http://www11.ocn.ne.jp/~nogifuku/

ホープ館（野木町老人福祉センター）
講座受講生募集

福祉講座(前期)受講生募集
第１回ひとりぐらし高齢者の交流会のお知らせ



Ⓒ中央共同募金会

❶地域見守り支援活動の推進
❷介護予防施策の推進
❸社会福祉等のボランティア活動支援
❹福祉教育の推進
❺ふれあいサロン支援事業の啓発と推進
❻大規模災害時における災害ボランティアセン
ターの体制整備

【重点施策】

高齢者の社会参加と健康・生きがいづくり支援
・ひとりぐらし高齢者の交流会の開催（年２回）
・ふれあいサロン事業の開催
・ふれあいサロン支援事業
・世代間交流事業
・老人レクリエーション大会・ペタンク大会の開催

５．当事者の社会参加と在宅生活支援

児童生徒等の福祉教育活動推進
・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の開催
・One dayボランティアスクールの開催
・学童・生徒のボランティア活動普及事
・小地域で考える 福祉教育推進モデル事業
・教育機関（学校）における福祉教育への支援活動

４．福祉教育の推進活動

社会福祉等のボランティア活動支援
・ボランティア関係機関との連携と活動基盤整備
・ボランティア活動保険加入手続
・ボランティア団体等の活動支援
・災害時における支援活動
社会福祉等ボランティア活動の推進と担い手の育成
・社会福祉講座の開催

３．町民福祉活動の推進と連携・協働

相談援助活動
・ふれあい福祉総合相談の実施
権利擁護・成年後見の推進活動
・日常生活自立支援事業（愛称　あすてらす）
・成年後見制度に関する相談
生活資金等の支援活動
・社会福祉金庫
・生活福祉資金
・行路援護者援助

２．地域生活支援活動

社会福祉協議会組織機能強化
・理事会、評議員会、監事会の開催
・会員増強の推進
・善意の寄付受入

１．法人運営

デマンドタクシー「キラ輪
り ん

号」運行の管理経営
10．公共交通事業

福祉団体事務局
・野木町老人クラブ連合会
・野木町身体障害者福祉会
・野木町心身障害児者父母の会
・野木町赤十字奉仕団
・野木町社会福祉ボランティア連絡協議会
日本赤十字活動と共同募金活動
・日本赤十字社栃木県支部野木町分区事務局
・栃木県共同募金会野木町支会事務局

９．団体活動支援・協力

広報・啓発活動
・社協情報誌（年４回）の発刊とホームページの
　開設
・ふくしのつどい事業の開催

８．社会福祉の啓発と情報提供

野木町老人福祉センター（ホープ館）の管理・運営
老人福祉センター事業の実施
・生きがい講座
・健康体操教室

７．施設管理・経営

介護保険事業と障害者自立支援事業
・居宅介護支援事業
・訪問介護事業
・介護予防訪問介護事業
・自費訪問介護サービス事業
・障害者福祉居宅介護事業
高齢者の介護予防と包括的援助・支援
・野木町地域包括支援センターの運営
・安全安心見守りネットワーク事業
・通所型介護予防事業
・男の家庭科教室事業

６．居宅介護サービス事業の推進

高齢者の在宅生活支援
・配食サービス(友愛訪問)事業
・生活支援事業
・ふれあいサービス事業
・外出支援サービス事業
・福祉機器（車いす）貸出事業
・高齢者の相談
・介護出前講座の開催
障がい（児）者の社会参加と在宅生活支援
・障がい児者交流等事業
・視覚障がい者朗読テープの作成と貸出し
・視覚、聴覚障がい者を支援する手話・点字・朗
読の普及活動
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居宅介護等事業
18,478

14,076

共同募金配分金事業
2,370

地域福祉活動事業
3,250

資金貸付事業
1,610

《平成24年度予算》
社協の財源は…

……で成り立っています。

一般会計 117,264117,264千円
法人運営事業

44,175

地域福祉
ネットワーク事業 7,108

配食サービス事業
1,689

外出支援サービス事業
401

生活福祉資金貸付事業

社会福祉基金事業
821

143

老人福祉センター
運営事業 19,335

内訳（経理区分）（単位千円）

介護予防事業

2,957

包括的支援事業

21,380

ふれあいサロン事業
3,781

臨時特例つなぎ
資金貸付事業 27

予防給付事業

13,951

デマンド交通運営事業

20,267

　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。

見守りネットワークの３つのポイント見守りネットワークの３つのポイント
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効果見守りネットワークの効果
①地域との繋がりが出来る　……………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

現在、新橋区・友沼区・丸林東区・丸林西区・野渡区にて展開しております。

平成24年度以降も、地域の皆さんにご協力いただき、順次町内全域での事業開始

を目指します。

【問合せ先】
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

会

費

寄
付
金

補
助
金
委
託
金
（
国
・
県
・
町
）

共
同
募
金 

配
分
金

特別会計
58,55558,555千円

居宅介護支援事業

3



受講申込方法
●受講対象者／野木町在住60歳以上の方
●受　講　料／無料（教材費等は各自負担）
●申　込　先／ホープ館（老人福祉センター）へ直接ご来場の上、本人がお申し込み下さい。

（代理人の申し込み、電話での申し込みは受付できません。)
●受付期間／平成24年５月７日㈪～５月25日㈮まで（土・日・祝祭日は除く）

定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。
●受付時間／午前８時30分～午後５時15分
●オリエンテーション／平成24年６月６日㈬午前10時～（受講許可された方はご出席下さい）

平成24年度平成24年度

ホープ館ホープ館（（野木町老人福祉センター野木町老人福祉センター））講座講座
　町内に在住の60歳以上の方を対象に、健康維持・増進と文化教養の向上を図る目的に、

明るく楽しく、生きがいのある暮らしが営めるよう、次の事業を行います。

　受講を希望される方は、下記によりお申し込み下さい。

生きがい講座　◎平成24年６月～25年２月

体の老化防止・健康保持
柔軟運動・リハビリ等軽スポーツ等

※定員を超えた場合は平成22年度以降に受講されていない方を
優先とさせていただき、抽選と致します。
※原則、全受講するものに限ります。

健康体操教室
講師／福祉レクリエーションワーカー　小澤　洋子先生
　　　健康実践指導員　中野　文江先生

毎週　月・木曜日
午後１時30分～３時30分
（月曜と木曜のグループが２カ月ごとに交換します）

定員　２グループ制で各30名

組みひも講座
講師／水留　訓子先生

内容：帯締め・メガネチェーン等
毎月第２・４週　月曜日
午前10時～正午
定員　10名

初心者向け

社交ダンス講座
講師／加藤　清子先生

毎月　第１～４週　火曜日

午前10時～正午

定員　20名

水彩画＆パステル画講座
講師／間野　匡彰先生

毎月　第２・４週　木曜日

午前10時～正午

定員　15名
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手話講座（初心者向け） 朗読講座（初心者向け） 点訳講座（初心者向け）

日　時 内　　容 日　時 内　　容 日　時 内　　容

6/11㈪
伝えあってみよう
日常の動き等を表現

6/15㈮ 腹式呼吸・発声 6/12㈫
点字とは
点字を打ってみる

6/18㈪
自己紹介をしよう
名前、手話と指文字

6/22㈮ 声に出して読んでみよう 6/19㈫ 仮名づかい

6/25㈪
家族を紹介しよう
誕生日、数字の表し方

6/29㈮ 表現技術 6/26㈫
数字・アルファベットの
書き方

7/２㈪
趣味は？表情と手の動き
で気持ちを表現

7/６㈮ 表現技術 7/３㈫ マスあけ

7/９㈪
まとめ
手話サークルの人と交流

7/13㈮ 伝わる朗読 7/10㈫ パソコン点訳

　視覚に障がいがあって、新聞や本を読んだりできない人には、それを読んでくれる人や点字に変えて伝え

てくれる人が必要です。聴覚に障がいがあって、人のお話を聞いたり、会話したりすることが困難な人に

は、手話や指文字で伝えてくれる人が必要です。誰でも最初からたくさんのことは誰もできません。少しず

つ簡単なことから始めてみませんか。

福祉講座福祉講座（（前期前期））のの受講者募集受講者募集

●開講場所／ホープ館（老人福祉センター) ●募集人員／各講座10名

 　　（定員になり次第締め切らせていただきます）

●開講時間／10：00～12：00 ●受 講 料／無料

●対　象　者／野木町内在住・在勤者 ●申込期間／５月７日㈪～25日㈮

各講座の受講を希望される方は、野木町社会福祉協議会☎57－3100までお申し込み下さい

　被災地の復興、被災された方々へのお手伝いに大きな役割を果たしている

災害ボランティア。その活動は特別に難しいことではありませんが、見知ら

ぬ場所での活動には不安があるかもしれません。

　まずは、災害ボランティアの活動を知ることから始めましょう。

　第１回は、災害ボランティア活動の拠点となる災害ボランティアセンターについてです。

Ｑ．災害ボランティアセンターとは？

Ａ．災害時に設置される被災地での防災ボランティ

ア活動を円滑に進めるための拠点です。近年で

は、被害の大きな災害に見舞われたほとんどの

被災地に立ち上げられ運営されています。

Ｑ．災害ボランティアセンター運営の担い手は？

Ａ．一般的に、被災した地域の社会福祉協議会、日

頃からボランティア活動に関わっている人た

ち、行政が協働して担うことが多いです。被災

地外からの災害ボランティアセンター運営経験

者が関わる場合もあります。

Ｑ．災害ボランティアセンター（以下　災害ＶＣ）の活動とは？

Ａ．①被災地のニーズの把握

③人数調整・資機材の貸し出し

②ボランティアの受け入れ

④活動の実施 ④報告・振り返り

・家の片づけ、避難所の手伝い等
被災地のニーズを収集する

・被災地のニーズに合わせて、必要なボ
ランティアの人数を調整する
・活動に必要な道具を貸し出す

・災害VCの立ち上げを被災地内外に発信する
・活動を希望するボランティアは災害ＶＣを訪れ、受付を行う
・被災地外から来るボランティアバスの受入を行う

・要望に合わせて、ボラン
ティアが家屋や避難所な
どで活動する

・活動結果や気付き、住民から
の要望等を報告する
・改善点を話し合い、対応する
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　野木町社会福祉協議会では、平成24年度第１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下さい。

◆日　時 平成24年５月31日㈭
 午前９時30分～午後４時30分
◆行き先 益子・真岡　陶芸の町益子を散策しよう　他
◆交　通 町有バス
◆集合場所・時間 ホープ館（老人福祉センター）
 午前９時15分
◆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 50名（定員になり次第締め切らせていただきます)
◆申込方法 受付は５月７日㈪～５月18日㈮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
でお申込み下さい。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、申し込みの際、その旨をお伝え下さい。

平成24年度 第1回ひとりぐらし高齢者の交流会の案内

悩みごと・心配ごと・困ったことなど

～ささいなことでも、お気軽にご相談下さい。～
ふれあい福祉総合相談
場所／ホープ館（野木町老人福祉センター内）

◎相談は無料・秘密は厳守いたします。
◎お問い合わせ又は事前予約先

野木町社会福祉協議会
（町ホープ館内）

0280-57-3100
0280-57-3101

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 児 童 委 員・
保護司・人権擁護委員

日頃の悩みごとなど
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
5/17・7/19
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

5/15・6/19・7/17
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
サービスに関する相談

野木町社会福祉協議会
社会福祉法人

〒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24年４月26日発行

善 意 の 寄 付

・ふれあいサロン合同新年会
　　　　　　　参加者一同様 …………… 1,850円

・石塚信一様 ……………………………… 絵画１点

・矢畑直売所様 ……………………… 100,000円

・ホンダとちのき会様

　　……… 車いす２台　　　　　　　　　　　　

・杏林製薬株式会社様 ……………… 車いす１台

・株式会社 ヤオコー野木店
　　　　　　（店内設置募金箱）様 …… 5,490円

・財団法人 渡良瀬遊水地
　　　アクリメーション振興財団様  …… 3,000円

・野木手打蕎麦愛好会様 ……………… 8,000円

・佐藤真由美 様  ………………… 郵便ハガキ50枚

・渡邉会計事務所様 ………………………30,000円

・松永廣吉 様 ……………………………30,000円

1月

2月

3月

ありがとうございました

4月

（24日～）

（～５日）


