
P2 令和２年度赤い羽根共同募金実績
P3 野木町社会福祉協議会会長表彰・
 感謝状受賞者紹介
 ふくしのつどいのぎ2020の中止について
 聞こえと難聴の悩み・補聴器相談会
P4  えんじゅクラブ通信
 シトラスリボンプロジェクト報告

健口づくりでより健康へ

P5 ひとりぐらし高齢者友愛訪問
 福祉教育出前講座・新機材のご紹介
P6 赤十字奉仕団団員募集
 成年後見制度とは？
P7 健口づくりでより健康へ
 貸付制度のご案内
P8 職員募集について・善意の寄付
 ふれあい福祉総合相談

ツイッター
始めました!

野木町社協情報誌野木町社協情報誌

2021 WINTER第128号

この情報誌は、一部赤い羽根共同募金配分金により発行しています。

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://www.nogi-shakyo.or.jp

目 次

法得幼稚園様と
老人クラブの世代間交流事業

（芋ほり）の様子



㈲平澤製作所
㈱ヒラサワ
㈱日誠工業
㈲三田商会
フクダ工業㈱
坂本香料㈱野木工場
㈱伊藤段ボール関東
栄研化学㈱野木事業所
寿工業㈱
杏林製薬㈱　　	
　わたらせ創薬センター
㈲川島自動車工場
東洋精工㈱

㈱長谷川工業
㈲岩波興業
永田運送㈲
㈲針谷鐵工
㈲針谷工務店
㈱藤本畜産
道浦工業㈱
虎屋電機㈱野木店
丸和繊維産業㈲
㈲舘野造園
㈲大森造園土木
㈱乃木鈴建設産業
日本ピストンリング㈱

募金（内訳） 協力（世帯）数 金額（円）

友 沼 372 149,400

松 原 688 271,800

新 橋 1,287 494,343

野 木 429 175,500

野 渡 371 148,400

南 赤 塚 547 218,800

中 谷 95 38,000

丸 林 東 1,033 408,590

丸 林 西 631 235,500

潤 島 544 219,600

若 林 176 69,200

佐 川 野 230 92,000

川 田 148 63,800

個別募金合計 6,551 2,584,933

街 頭 募 金 新型コロナのため中止

職 域 募 金 2か所 7,723

法 人 募 金 25社 125,000

設 置 募 金 9か所 12,255

自動販売機募金 3か所 37,117

利 息 － 6

総 合 計 2,767,034

令和2年度

法人募金協力事業所 (順不同・敬称略)　 令和2年度 赤い羽根募金実績表

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

みなさまからご協力いただいた募金は、
栃木県共同募金会を通じて、県内の福祉
施設及び野木町の地域福祉活動に分配
されます。

栃木県内の
福祉施設など

46％

野木町の
地域福祉活動へ

54％

野木町ではこんなことに使われています

世代間交流事業
（本紙の表紙）

ひとりぐらし友愛訪問事業
（本紙５ページに詳細）

社協情報誌「ぽけっと」
および地域福祉新聞の発行
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「聞こえと難聴の悩み・補聴器の相談会」のご案内

令和
2年度
令和
2年度

… 受賞者の方々をご紹介します …… 受賞者の方々をご紹介します …

【表彰】
◎社会福祉団体及び
　社会福祉施設等の役職員
   ・鈴木　隆守　様

◎社会福祉事業協力者
   ・土佐　きぬ子　様
   ・走辺　寿美子　様

【感謝状】
・古河ヤクルト販売株式会社　様
・七宝焼メルヘン会一同　様
・渡邉会計事務所　様
・矢畑むらづくり組合　　様
・JUNCTION　HAIR　GALLERY　美容室スタッフ一同　様
・株式会社　はやぶさ　様
・Mu-te　HAIR　GALLERY　栃木店　代表　戸田　勝　様
・JUNCTION　HAIR　GALLERY　野木店　代表　戸田　勝　様

ふくしのつどい のぎ ２０２０　中止のお知らせふくしのつどい のぎ ２０２０　中止のお知らせ

聞こえに不自由を感じている方やそのご家族・友人・介護者等を
対象に相談会を行います。

聞こえに不自由を感じている方やそのご家族・友人・介護者等を
対象に相談会を行います。

相談・入場
無料

完全
予約制

場　所

内　容

お願い

令和3年2月25日（木）　13時10分～15時30分
野木町老人福祉センター（ホープ館）　2階　教養室・会議室
〒329-0101　下都賀郡野木町大字友沼5840-7
聞こえと難聴の悩み相談、補聴器相談、難聴者に役立つ
福祉機器の展示など
新型コロナウイルスの感染対策として、来場時には検温・手指の
アルコール消毒・マスクの着用にご協力ください。

日　時

電話：080-8742-9811　FAX：028-333-1453　Mail:tochiginancho@yahoo.co.jp
［予約申し込み・問い合わせ］　栃木県中途失聴・難聴者協会

　日ごろから社会福祉に尽力されている方々に、野木町社会福祉協議会長表彰状・感謝状を贈呈し
ました。ふくしのつどいのぎ２０２０が中止となり、式典での表彰は叶いませんでしたが、本紙におい
て長年の功績をたたえ、感謝の意を表するとともに、今後ますますのご活躍をお祈りいたします。

　日ごろから社会福祉に尽力されている方々に、野木町社会福祉協議会長表彰状・感謝
状を贈呈しました。ふくしのつどいのぎ２０２０が中止となり、式典での表彰は叶いません
でしたが、本紙において長年の功績をたたえ、感謝の意を表するとともに、今後ますます
のご活躍をお祈りいたします。

令和2年10月3日に予定しておりました「ふくしのつどい のぎ ２０２０」は、
新型コロナウイルス感染拡大に対する安全面を最優先に考え、式典および
記念講演は中止となりました。
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えんじゅクラブ通信
野木町老人クラブ連合会（えんじゅクラブ野木）が
全国老人クラブ連合会会長表彰を受賞しました！！

県老連小島会長（右奥）より表彰状を
受け取る野木町老連の鈴木会長（左）

シトラスリボンプロジェクト野木町
 社協は に賛同しています！シトラスリボンプロジェクト野木町
 社協は に賛同しています！

作成にご協力いただいた皆様（順不同・敬称略）
・JAおやま女性会野木支部
・ホッと♡ステーション
・クラフトバック同好会
・野木町社会福祉ボランティア連絡協議会
・上記の皆様の繋がりからご協力いただいた皆様

本当にありがとうございました！

今後もさまざまな事業で配布をして、シトラスリボンの輪を広げていきます！

　野木町老人クラブ連合会（えんじゅクラブ野
木）が、この度、全国老人クラブ連合会会長表彰
で優良老人クラブ連合会表彰を受賞しました。
　この表彰は、「第49回全国老人クラブ大会（開
催地・山形県）」の式典において授与される予定で
したが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で
中止となったため、12月10日に栃木県老人クラ
ブ連合会の市町老人クラブ連合会会長会議の冒
頭で表彰伝達が行われました。

　新型コロナウイルス感染症の拡大は、健康な生活を脅かすだけでなく、医療従事者や感染者への差別や偏見を引
き起こしています。
　シトラスリボンプロジェクトとは、こうした差別や偏見を耳にした愛媛県の有志によって始まりました。たとえ新型
コロナウイルスに感染しても、誰もが笑顔で暮らせる社会を取り戻すために、「家庭」「地域」「職場（学校）」の３つの輪
が１つにつながったシトラスリボンを身につけることで「ただいま」「おかえり」の気持ちを表す取り組みです。
　今回は、野木町生活環境課と野木町社協で協働して野木町の全小中学生にシトラスリボンを作成し、野木町子ども
教育課を通して人権週間に配布しました。

　新橋小学校、友沼小学校にて人権集会で
お話しをさせていただきました。
　職員からの質問や問いかけにたくさんの
手が上がり、みんなの優しい気持ちが伝わっ
てきました。
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ひとりぐらし高齢者友愛訪問を実施しました！！ひとりぐらし高齢者友愛訪問を実施しました！！

新機材のご紹介

疑似体験セット「まなび体」

　野木町社会福祉協議会では、町内にお住いの一人暮らしの高齢者の方（交流会名簿への登録者）を対
象に、ひとりぐらし高齢者交流会を年２回開催しています。
　今年は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、やむなく中止となりましたが、その代替事業とし
て「ひとりぐらし高齢者友愛訪問事業」を実施しました。
　感染予防対策を十分実施したうえで、社協職員が対象者宅を訪問し、在宅でも出来る健康づくりの冊
子などが入ったミニギフトのお渡しや、生活上のお困りごとはないかなどの聞き取りを行いました。
　「コロナでサロンが休みになってしまい、行くところが無くて寂しい。」「日用品がたくさんでありがた
い。」などとお話しされる高齢者の方。コロナによる集いの場の閉鎖やステイホームの影響は少なくない
と感じられました。
　今回の事業を通じて、改めてつながりの重要性を感じられました。野木町社協ではこれからも、新しい
生活様式に沿いながら、心に寄り添う見守り活動を続けていきたいと思います。

　もし病気などで自分の半身がマヒしてしまった場合、普
段の生活においてどんな問題が発生するのでしょうか？
　「疑似体験セットまなび体≪片マヒ用≫」は、片マヒ状態
における体の機能や心の変化の一端を学ぶための学習用
教材です。
　この度、野木町社協でも「まなび体」を導入し、同器具を
使った疑似体験のプログラムを作成しております。
　小中学校の総合的な学習の時間や、企業様の従業員研
修などにいかがでしょうか。

コロナ禍における福祉教育

↑お渡しの様子（左）と前日準備の様子（右）

　車いす体験およびアイマスク体験は、介助・被介助の入
れ替え時に器具の消毒を行うなど、感染予防対策を十分
実施したうえで行っています。
　野木町社協は、これからも思いやりの心を育てる福祉
教育を推進していきます。

　野木町社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、一時停止しておりました小学校等への
出前講座について、段階的に再開しています。

野木町社会福祉協議会では、町内の小中学校7校を「学童・生徒のボランティア活動普及事業」
協力校に指定し、年3回の連絡会議を開催しています。
連絡会議で作られた「地域福祉新聞」は、令和3年2月24日発行予定です。
野木町内小中学校の福祉教育への取り組みが掲載されています。ぜひご覧ください！

　来年の事業実施を
祈願して「アマビエ」
をあしらった特別
パッケージ
です！



成年後見制度とは　Vol.2

対象者

費　用

法人後見業務実施の決定

　野木町社会福祉協議会では、12月より法人として成年後見人となり、その方
の判断能力を補い、安心して日常生活を送ることができるように支援する法人後
見事業を開始しました。
　法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、NPOなどの法人が成年後見制度の成年後見人、保佐人
もしくは補助人になり、親族等が行う支援と同様に、判断能力が不十分な人の保護・支援を行うこと
です。また、法人後見では、法人の複数の職員が成年後見制度に基づく後見事務を行うため、長期的
に後見事務を継続して行うことができるという利点があります。

あなたも赤十字ボランティア活動に参加しませんか？
男女問わず歓迎します。

●災害救護活動　●災害時における炊き出し　●各種会議研修開催　
●救急法基礎講習等の受講　●地域奉仕活動　等

 新規団員を募集します。

 具体的な活動とは？

興味のある方は
 ご連絡ください♪ 申し込み・問い合わせ先

事務局：野木町社会福祉協議会　☎57-3100

　野木町内に住所があり、原則として高額な財産を所有していない方や親族等に
適切な成年後見人等が得られない方など。

　成年後見人等への報酬の金額は、年に1回家庭裁判所が決めます。

※なおご利用の際は、法人後見運営委員会等での検討が必要となりますので、まずはご相談ください。

　野木町社会福祉協議会では、後見事業の実施にあたり、受任の適否の判断、後見事業の指導を行い、
適正な後見事業を担保する目的のため法人後見運営委員会を設置しています。この運営委員会で受任
の可否について審査を行い、審査の結果、実施することが適当と認めたときは、本会会長が決定します。

赤十字奉仕団員募集
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◎修学資金

　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。

≪総合支援資金≫
◯10月からの総合支援資金の申請には、自立支援機関の支援が必要となります。社協への書類提出のみでは受付完了となり

ません。必ず事前予約をお願いいたします。
≪緊急小口資金・総合支援資金共通≫
◯来所していただく際、混雑を避けるために、事前予約制とさせていただきます。

　新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、収入が減少し、生活資金にお困りの方へ向けた、
緊急小口資金及び総合支援資金（生活支援費）の特例貸付を実施しております。
（受付期間は令和３年３月末まで）

　本資金のご利用にあたっては、日本学生支援機構（給付・無利子)、日本政策金融公
庫、母子寡婦福祉資金などの他の融資・給付制度の利用が優先となります。これらが利
用できるか必ず確認のうえ、ご相談ください。

※他制度が利用できる場合は、そちらが優先となります。

貸付制度のご案内

教育支援資金(教育支援費・就学支度費)

コロナ特例貸付制度

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

資金種類 貸 付 限 度 据置期間 償還期間 貸付利子

修学費

500,000円以内就学支度費

卒業後
6ヶ月以内

措置期間
経過後

20年以内

無利子
（延滞利子は年5％）

※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 野木町社会福祉協議会　５７－３１００　までお問い合わせください。

※貸付申請の際には、必要となる書類等ありますので、詳しくは 野木町社会福祉協議会　５７－３１００　までお問い合わせください。

就
学
資
金

令和
2年度
令和
2年度

みなさん、知ってますか？
歯垢の中の細菌が、２つの酵素（プロテアーゼ・ノイラミニダーゼ）を
出しています。その酵素が、ウイルスの攻撃力を増強させると言われて
います。

　コロナ禍でマスクの着用や手洗い・うがいに加え、
歯みがきもしっかりと行っていきましょう。

参考：公益社団法人日本歯科衛生士会

歯みがきで歯垢を取り除くことで、
ウイルスの活性化を抑える効果も
期待できます！

歯みがきで歯垢を取り除くことで、
ウイルスの活性化を抑える効果も
期待できます！
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●相談は無料・秘密は厳守いたします
●法律相談は、事前予約が必要です
また、相談については原則として１人
２回（令和2年度内）とします

『ふれあい福祉総合相談』のお知らせ
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。

ホープ館
老人福祉センター

至小山

至古河
GS

図書館

線
号
４
道
国

駅
木
野

署
防
消

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

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

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

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

毎月第１水曜日　午前10時～正午

毎月第３木曜日　午前10時～正午

家庭の悩み　心配ごとのある方

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。法律(弁護士)相談

ボランティア相談

心配ごと相談

介護相談

生活資金・
地域福祉権利擁護相談

相談日・時間相談種別 相談内容

・古河ヤクルト販売株式会社 ………………… 20,000円
・JUNCTION HAIR GALLERY スタッフ一同
 …………………………………………………… 8,880円

・七宝焼メルヘン会 …………………………… 11,500円
・日本ピストンリング労働組合 ……………… 15,000円
・JUNCTION HAIR GALLERY スタッフ一同
 …………………………………………………… 8,880円

12月10月

・JUNCTION HAIR GALLERY スタッフ一同
 …………………………………………………… 8,880円（敬称略）

11月善意の寄付善意の寄付ありがとう
ございました!！
ありがとう
ございました!！

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
令和３年１月28日発行

令和3年度 野木町社会福祉協議会非常勤職員（産休代替）・臨時職員募集
非常勤（産休代替） 臨時職員

業 務 内 容
相談支援業務（生活福祉資金貸付事業）、配食サービ
ス、外出支援サービス及びボランティア事業（講座・
福祉教育等）業務補助他

①老人福祉センター建物管理用務員
　（清掃・環境美化等）
②デマンドタクシーオペレーター
　（電話予約受付・実績入力等）

募 集 人 員 １名 ①、②　各１名

資 格 要 件
地域福祉に熱意のある59歳以下の方でパソコン操作
（word、excel）できる方
普通自動車運転免許（AT限定可）

年齢不問
②パソコン操作（word、excel）できる方

採 用 期 間 令和３年４月１日〜令和４年３月31日
（産休代替のため更新なし）

令和３年４月１日〜令和４年３月31日
（更新の可能性あり）

給 与 月給146,100円 時給890円〜
勤 務 日 月曜日〜金曜日 月14日以内勤務予定表による

時 間 ８:30〜17:15
（休憩１時間・実働７時間45分）

①９:00〜17:00
　（休憩１時間・実働７時間）
②７:45〜17:00までのシフト勤務
　（休憩１時間・実働７時間30分）

休 日 土日祝日その他夏季・年末年始休 土日祝日その他勤務予定表による

待 遇 当法人就業規程による社会保険加入、期末手当、
通勤手当支給、有給休暇、雇用保険あり

当法人就業規程による通勤手当支給、有給休暇、
雇用保険あり

※応　　募……電話連絡の上、履歴書（写真貼付）郵送または持参
　応募期限……令和３年２月22日まで。持参の場合は土日祝日を除く（９:00〜17:00）
　選考方法…	…書類審査と面接（書類選考合格者に面接日を追ってご連絡いたします。）
　　　　　　…社会福祉法人野木町社会福祉協議会　総務係
　　　　　　	　野木町友沼５８４０番地７（野木町老人福祉センター内）　電話　０２８０−５７−３１００
応募・問合先
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