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みなさまのあたたかいご支援、
　ご協力ありがとうございます
　～東日本大震災への取り組み～

　3 月 11 日に発生した未曾有の大震災の被災者の
方々へ、町民及び関係機関団体から多くの義援金や
支援物資を提供いただきました。
　集まった義援金は、日本赤十字社および中央共同募
金会を通じて被災地へ送りました。また、支援物資に

ついても、茨城県、宮城県の市町へ送付いたしました。
　※順不同、敬称略にて掲載しておりますが、ほかに
も募金箱へ入れていただいた方も多くおりますことを
ご報告いたします。

【個人】

【企業・団体等】

渡辺成蹊、岩﨑巌、小島啓明、大橋一喜、芳賀政一、荻原精造、大豆生田三男、深津和子、小林覚、川島作造、
荒井孝一、真田實、熊倉三朗、栗田行雄、金澤眞義、鈴木善男、川島泰子、石塚英彦、永島明、藤野義男、山崎清、
池田耕一、前田英雄、熊倉郁夫、熊倉勝次、山口武春、鈴木健夫、尾林トミ、海老沼一利、川島久夫、白波瀬
慶一、高久祐一、熊倉宏、熊倉清、唐木田有作、山崎啓二、板垣庄八、大朏卓郎、小暮博子、戸沢稔、小島健一、
鈴木秋男、坂田孝夫、栗原政男、栗原俊子、安藤理一、坂本八重、永島康雄、藤野義男、佐柄正男、堀江正洋、
田代ゆり 、植木輝雄、永島政雄、塚本由紀子、阿部吉子、石塚和子

（株）ダイコー商会、小島正一石材工業（有）、山村文雄、岩舟町明るい社会作り推進協議会、（有）小荷田商店、
岩舟町農業委員会、静和中学校昭和 30 年度卒業生古希を記念しての同級会参加者ご一同、ヘアーサロンセ
ゾン、（株）オノザワ設備、IT ボランティアいわふネット、（株）みすぎ庵、（株）みすぎ庵親交会、料理クラブ

「菜の花会」、岩舟町設備組合、音訳ボランティア「虹の会」、安藤設備工業、岩舟ロータリークラブ、岩舟町
婦人バレーボール協会、いわふねおはなしキャラバン、岩舟盆栽会、とちぎ応援フェア、三谷勝夫チャリティー
ショー、小堀明チャリティーショー、五家英子チャリティーショー、伊吹和矢チャリティーショー、岩舟町
青少年育成町民会議、カラオケグランプリ予選会チャリティーショー、岩舟町職員労働組合青年婦人部、岩
舟町カラオケふれあい会、植木操 ･ 愛子歌謡ショー、新里シニアゴルフ愛好会、下津原西長寿会、つくばあ
さこチャリティーショー、フラダンスショー、和泉あじさい会、岩舟町ゴルフ協会主催第 34 回町民チャリティ
ゴルフ大会、岩舟町町民カラオケ大会出場者、佐藤裕紀ショー、東日本災害支援チャリティーカラオケ発表会、
茂呂歌謡サークル、（株）リフリック、沢れい子ショー、（有）青木商店、新井みつ子チャリティーショー、サマー
フェスタいわふね 2011 実行委員会、いわふねフルーツパーク、明香葉 純・海野 ひかりチャリティーショー、
岩舟山遊会、町役場職員一同、宮ビル・シンコースポーツ、静寿会、岩舟町人権擁護委員ご一同、岩舟町地
域包括支援センター職員一同、岩舟町静戸水掛婦人学級「美弥の会」御一同、民話美寿々会「いわふね」、「あ
のね…」の会、カタクリ会、オーエムラボテック（株）社員一同、岩舟町グラウンドゴルフ協会、ひまわりコー
ラス一同、静和地区自治会長連絡協議会、田代ゆりチャリティーショー、八代みゆきチャリティーショー、
伊東らん子チャリティーショー

義援金送金額　　　5,049,277円（９月 29 日現在）

○義援金の取り扱い○

　３月１４日から募集を開始し、多くの住民のみなさまおよび団体から
義援金がよせられました。

　※受付期間が平成 24 年 3 月 31 日までとなりましたので、引き続
　　きご協力をお願いいたします。
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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 １，４００万円 ２，０００万円

後遺障害保険金 １，４００万円（限度額） ２，０００万円（限度額）
入院保険金日額 ７，０００円 １１，０００円

手術保険金
事故発生日からその日を含めて 180 日以内にそのケガの
治療のために所定の手術を受けられたとき、手術の種類に
応じて定められた倍率を乗じた額をお支払いします。

通院保険金日額 ４，１００円 ６，３７０円

賠償責任
の 補 償

賠償責任保険金
（対人・対物共通）

５億円

（限度額）
５億円

（限度額）

年間保険料
基本タイプ A　２８０円 B　４２０円

天災タイプ
（基本＋地震・
噴火・津波）

天災 A　４９０円 天災 B　７２０円

※補償期間…平成2３年4月1日午前0時から平成2４年3月31日午後12時まで。中途加入
の場合は、加入申込手続完了日の翌日午前0時から平成2４年3月31日午後12時までとなります。

ボランティア活動への行き帰りも補償されます！

ボランティア活動保険の内容

もしものときは
「ボランティア活動保険」が

ありますよ

　被災地でのボランティア活動には大きな期待
が寄せられますが、被災地の人々や他のボラン
ティアの負担や迷惑にならないよう、ボランティ
ア一人ひとりが自分自身の行動と安全に責任を
持つ必要があります。

①安全のためにボランティア活動保険に加入
　しましょう！
　被災地での負担を少しでも軽減させるため、
事前に居住地域の社会福祉協議会でボラン
ティア活動保険に加入しましょう。これにより
出発地から補償されることになります。

②現地に行く前に活動の準備をきちんとしま
　しょう！
　事前に現地の災害ボランティアセンターに連
絡をして、参加方法や注意点、準備物について
確認をしてください。

　各地の災害ボランティアセンター連絡
先は、全国社会福祉協議会ホームページ
から確認できます。
→ URL：http://www.saigaivc.com

被災地でのボランティア活動を考えている方へ

　被災者のために活動するボランティアグループや
NPO を支援する「災害ボランティア・ＮＰＯ活動サポー
ト募金」ができました。被災者に寄り添い、協力し
合い、復旧・復興に向けて継続的に支えていくために
は、“支えるひと”を支える募金が必要です。ご協力を
おねがいいたします。

■受付口座について
❶三井住友銀行　東京公務部　普通　０１６２０８５ 
　社会福祉法人中央共同募金会　災害ボランティア口

❷みずほ銀行　虎ノ門支店　普通　４１３０６６７　
　社会福祉法人中央共同募金会　災害ボランティア口

振込で支援する

お問合せ　中央共同募金会
ＴＥＬ ０３－３５８１－３８４６

【個人】

【企業・団体等】

薄羽正美、五十畑恵造、大島くみこ、川島作造、尾林カツ子、小島久美子、石塚英彦、廣瀬昇、戸叶紀子、
苗木京子、大山慶子、川島雅美、坂本繁明、鯉沼誠一郎、寺内節子、青木ノブ、佐山敏明、小竹トヨ子、
永井まり子、中島幸雄、佐山計三郎、唐木田有作

オーエムラボテック（株）、美容室アーバン、アルソアオーノ、宮ビルサービス（株）、岩舟町地域包括支援センター、
（株）富士通マーケティング

　協力をいただいた物資は町やボランティアの協力を得て被災地へ届けました。

○支援物資の取り扱い○

被災地の支援に行けなくても
『“災害ボランティア”を応援する募金』があります！



─ 4─ ─ 5─

●静和地区………６１８，２６０円
自治会 金額 自治会 金額

五十畑 13,300 赤塚 30,780
中の島 8,740 岸内 6,080
鶴巻 42,560 三ツ谷 17,100
和泉日立 16,500 鯉ヶ島 21,180
和泉第一 50,000 芝宮 20,140
和泉第二 72,000 水掛 19,000
和泉第三 38,380 いすゞ 0
古橋北 36,860 三八五 5,000
古橋南 11,780 曲新田 14,440
静和駅前第一 43,700 向 11,020
静和駅前第二 19,000 本郷 12,020
静和駅前第三 20,900 上サ 15,960
林中原 18,620 五斗内 8,360
赤羽根 16,340 新区 11,400
学校前 17,100

●静和地区………８５４，８００円
自治会 金額 自治会 金額

五十畑 24,600 学校前 26,200 
中の島 13,800 赤塚 50,400 
鶴巻 64,800 岸内 9,600 
和泉日立 19,200 三ツ谷 27,000 
和泉第一 18,000 鯉ヶ島 32,000 
和泉第二 96,000 芝宮 31,800 
和泉第三 62,800 水掛 30,000 
古橋北 50,700 三八五 0 
古橋南 0 曲新田 22,800 
静和駅前第一 64,000 向 17,400 
静和駅前第二 27,500 本郷 20,200 
静和駅前第三 34,200 上サ 25,400 
林中原 29,400 五斗内 13,200 
赤羽根 25,800 新区 18,000 

（平成２３年９月２９日現在）合計　２，８５０，６０１円

●施設会員………２５，０００円
自治会 金額

社会福祉法人すぎのこ会 5,000
社会福祉法人裕母和会 5,000
医療法人木水会 5,000
医療法人聖生会 5,000
社会福祉法人すみれ会
すみれ保育園 5,000 

●小野寺地区………３４８，４４０円
自治会 金額 自治会 金額

古江第一 19,300 西根南 17,480
古江第二 17,480 森清 6,840
古江第三 10,260 西根北 7,600
新里宿 27,360 堀の内 5,320
新里北中妻 21,660 西耕地 11,020
新里荒屋敷 36,660 石橋 9,500
三谷東 16,720 上耕地 12,920
三谷中 12,160 中妻 15,580
三谷西 11,400 田代 19,760
下岡 19,000 山中 5,700
上岡 10,140 羽田 13,680
小名路 20,900

●小野寺地区………５５５，７００円
自治会 金額 自治会 金額

古江第一 35,000 西根南 0 
古江第二 27,600 森清 10,800 
古江第三 17,800 西根北 12,000 
新里宿 54,000 堀ノ内 8,400 
新里北中妻 42,000 西耕地 17,400 
新里荒屋敷 58,000 石橋 15,000 
三谷東 26,400 上耕地 26,100 
三谷中 22,000 中妻 24,400 
三谷西 18,000 田代 35,200 
下岡 30,000 山中 9,000 
上岡 13,200 羽田 21,600 
小名路 31,800 

●岩舟地区……９１２，７５６円
自治会 金額 自治会 金額

鷲巣 23,940 御　門 24,320
山の腰西 19,000 羽抜本郷 52,820
山の腰東 7,980 羽抜新田 7,000
馬宿東 82,460 羽抜社口 0
馬宿西 47,500 下津原新田上 71,416
宿下東 47,120 下津原宿 19,000
宿下中 5,320 下津原新田下 30,400
宿下東六反 27,360 下津原法花 11,780
宿下西 13,300 下津原中央一 16,340
宿上東 19,760 下津原中央 6,840
宿上西 28,720 下津原原 8,740
茂呂本郷東 14,060 下津原手洗窪 6,860
茂呂本郷西 14,820 下津原上 24,700
茂呂新田 24,700 畳岡本明 23,560
茂呂東坪 36,100 畳岡宮前 26,600
茂呂八郎士 11,400 畳岡宿坪 60,800
栄町 53,580 中久保 44,460

●岩舟地区……１，３９３，５０１円
自治会 金額 自治会 金額

鷲巣 39,400 御門 37,200 
山の腰西 31,600 羽抜本郷 87,700 
山の腰東 13,800 羽抜新田 20,400 
馬宿東 134,600 羽抜社口 0 
馬宿西 61,200 下津原新田上 100,301 
宿下東 74,400 下津原宿 29,400 
宿下中 8,800 下津原新田下 48,000 
宿下東六反 33,200 下津原法花 18,600 
宿下西 22,600 下津原中央一 25,800 
宿上東 31,200 下津原中央 10,800 
宿上西 41,400 下津原原 16,400 
茂呂本郷東 23,800 下津原手洗窪 13,000 
茂呂本郷西 23,400 下津原上 37,000 
茂呂新田 37,500 畳岡本明 45,200 
茂呂東坪 57,000 畳岡宮前 47,400 
茂呂八郎士 18,000 畳岡宿坪 96,000 
栄町 38,200 中久保 70,200 

多くのご協力ありがとうございました
 社協の会員会費募集と日本赤十字社の社資募集については、毎年自治会の役員および関係者のみなさまのご協力により
実施をしております。

　みなさまからお預かりした社協の会員会費につきまして
は、地域福祉推進のため大切に活用させていただきます。７
月から募集をしておりますが、年間をとおして受入れを行っ
ておりますので、引き続き多くのみなさまのご支援・ご協力
をお願いいたします。

　みなさまからいただいた社資は、輸血用血液のための献血
の推進、災害に遭われた方への救援物資の配付や見舞金の贈
呈など、地域社会に根ざした幅広い赤十字活動を展開するた
めの活動資金として活用されます。

【日本赤十字社の社資は、
 人間のいのちと健康、尊厳を守ります】

日本赤十字社
社資

社協会員
会費

【社協会員会費は社協サービスを
 生み出す “ 種子 ” です】

（平成２３年９月２９日現在）合計　１，８８２，４９６円

・普通会員　４０９4
・特別会員　　２６７

・賛助会員　３３
・施設会員　　５

社協会員および会費
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「みんなで　わ ！」 つめたくて、きもちいいね 仲良くおさんぽ

ホームページをご覧ください

岩舟町社会福祉協議会

おともだちを
さそって、
みんなで
あそぼう！

対　象：就園前の子どもと保護者
時　間：１０：００～１１：３０
参加費：１世帯　年間５００円
持ち物：お皿、コップ、スプーン、フォーク、お手ふき等

※都合により、内容などが変更になる場合があります。

　７月２１日（木）は、リトミック。
音楽にあわせて体を動かすことで、
表現力を豊かにします。
　お母さんのひざに乗って、乗り
物ごっこ。周りのおともだちと手を
つないで輪を作ったり、きれいな
布をなびかせたり…笑顔でいっぱ
いのリトミックでした。

　９月１５日は、木陰を渡ってのお
さんぽ。まだまだ暑いです。
　遊楽々館にもきれいなコスモスが
咲きました。
　おやつは、ママレンジャー手づく
りのおみそで作った“みそおにぎり”
とってもおいしかったです。

親子ふれあいサロン

　８月１８日のお天気はまさに
“夏 ”。ホースのシャワーがとっても
気持ちよくて、水てっぽうも大活躍。
　おやつには、手づくりのふんわ
りかき氷！！イチゴやメロン、ブルー
ハワイのシロップをたっぷりとかけ
ていただきました。

　目の不自由な方や高齢者の方など読むことに不便を感じる方に、町の動きや事業を知ってい
ただこうと町広報紙等を音声で吹き込んだテープを、郵送でご自宅までお届けします。

◆サービス内容
「広報いわふね」「お知らせ版」「議会だより」「社協
広報紙こすもす」など

◆対　象
文字を読むことが困難な方

◆料　金
　無　料

◆利用するには
町社協までご連絡ください

◆録音協力
音訳ボランティアグループ：「つくし会」「虹の会」

◆申込・問合せ
町 社 会 福 祉 協 議 会　　℡５５－２４３８

みんなでつくる
社協事業 声の広報 事業

〜ボランティアの協力により実施しています〜

みんなで遊ぼう♪
親子ふれあいサロン

＊リトミック＊ ＊プールあそび＊ ＊おさんぽ＊

23年度日程表

開催日 内　容 場　所

10月 20日（木） 運動会 こなら館

11月 17日（木） お外であそぼう 遊楽々館

12月 15日（木） クリスマス会 遊楽々館

1月 19日（木） 親子遊び 遊楽々館

2月 16日（木） リトミック 遊楽々館

3月 15日（木） お別れ会 遊楽々館
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●初めて作るから、うまくできるか心配だったけれど、まあ
まあうまく出来てうれしいです。（子）
●湯のみや皿をこういうふうに作っているんだなと思い、勉
強になりました。（子）
●貴重な体験でした。家で出来ないことなので。（親）

～陶芸教室～

●違うところでも押し花をやったことがあるけど、押し花で
動物を作ったのは初めてでした。かわいく出来てうれしかっ
たし、楽しかったので、またやりたいと思いました。（子）
●花をどこに置くかを考えているときが楽しかったです。（子）
●子どもは細かいことを普段やらないので、難しそうだった
が良い作品が出来た。（親）

～押し花教室～

●花の挿し方をいろいろ知れてよかった。角度で変わること
が分かった。（子）
●初めてやったのに誉められてうれしかったです。（子）
●花に触れて作品を作ることは楽しめるし、とても良いこと
だと思いました。（親）

～フラワーアレンジ教室～

●こんなことをやったことがなかったので楽しかったです。（子）
●自分だけのが作れてよかった。（子）
●親子で参加出来て楽しかったです。もっともっと参加の機
会が増えるといいです。（親）

～型染め教室～
●望遠鏡が作れてうれしかったです。次作った時は、月にいるう
さぎに会いたいです。（子）
●南側の表面がたくさんボコボコしているのを見ることが出来
て楽しかった。ほかの天体も見たくなった。（子）
●「あ、見えた」とうれしそうに言っている子どもの表情を見て、
参加してよかったなと思いました。（親）
●親子で共通の話題が出来たことが何よりです。冬の星空も見
てみたいです。（親）

～天体観測教室～

夏休み親子ふれあい教室
「いわふねチャレンジ工房」開催
　今年も、町教育委員会との共催で「陶芸教室」「型染め教室」「押し花教室」「フラワー
アレンジ教室」「天体観測教室」を開催しました。親子で協力して創作活動や体験活
動を行い、かけがえのない思い出になりました。

世
界
で
ひ
と
つ
だ
け
の
作
品
が
完
成
！
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役になりきりロールプレイ 先輩ボランティアからのおはなし

～傾聴ボランティア養成講座が終了しました～

元気にスポーツ大会！ 地域を支える友愛訪問の研修会

　老人クラブ会員は、高齢者が増加するにもかかわらず、年々減少しています。それは、価
値観の多様化や生活様式の変化により、大きく変わってきています。
　現在の岩舟町人口における高齢者（６５歳以上）の割合は、約４人に１人となっており、
これからの高齢者を取り巻く情勢は、ますますきびしいものとなっていくでしょう。
　ぜひ老人クラブに加入し、交流を通じて、いきいきと充実した生活を送りましょう。最寄
りの老人クラブの役員にご相談ください。

　みなさんは、“ 傾聴 ”ということばを知って
いますか？ “ 傾聴 ”とは、相手の話をただ聞く
だけでなく、心から “ 聴く ” ことにより、相手
の感情に寄り添い、精神的負担を軽くする効
果があります。誰かに話を聞いてもらいたい、
誰かに相談したいというとき、信頼できる人に
話をすると心がホッとしますよね。
　そういった “ 傾聴 ” への心構えや専門的な技
術である基礎を NPO 法人ホールケアファミ
リー協会の鈴木絹英先生から教えていただき
ました。
　そして実践編として NPO 法人「風の詩」の

永島徹先生から、「地域での展開方法」をご講
義いただき、また先進地の活動紹介として、佐
野市社会福祉協議会の栗原進さんと佐野市で
傾聴活動をされているボランティアの方から、
活動内容についてお話を伺いました。
　受講者からは、“ 共感の大切さを知り、今後
の人との接し方について深く考える機会になり
ました ”“ 今後の日常生活にも役立てていきた
いと思いました ” などの意見がありました。
　講座修了者は今後、町内で傾聴ボランティア
として活動をしていく予定です。

“傾聴ってなに？”
けいちょう

～老人クラブでいっしょに活動しましょう～いつまでもいきいきと！
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ドキドキわくわくがいっぱいでした！

ひとりで悩んで
いませんか?

前回のとちぎ福祉機器展見学の様子

　９月１２日（土）余暇活動支援事業と
して、わくわくお楽しみ会を行いました！
今回はおでかけ編ということで、宇都宮
市にある「わくわくグランディ科学ランド」
に行ってきました。
　体験型のクイズや、体力測定、ロボッ
トや飛行機を動かしたり…とさまざまな
科学体験にもう夢中！すてきな思い出が
また１つ増えました。

★次回開催予定★
　12月 3日（土）　クリスマス会

　栃木県弁護士会より派遣された弁護士が相談を行います。
10 月 11 日（火）AM9：30 ～ 11：30　遊楽々館
11 月 8 日（火）AM9：30 ～ 11：30　遊楽々館
12 月 8 日（木）AM9：30 ～ 11：30　遊楽々館
※予約制です。事前にお電話ください。
　☎５５-２４３８

無料法律相談（予約制）

　町の民生委員・人権擁護委員が相談を行います。
10 月 18 日（火）・28 日（金）　　PM1：30 ～ 4：30
11 月 18 日（金）・28 日（月）　　PM1：30 ～ 4：30
12 月 19 日（月）　　　　　　　　PM1：30 ～ 4：30
※予約は必要ありません。相談日に遊楽々館へお越しください。

心配ごと相談

　日常生活での困りごとはありませんか。そんな時は心配ごと相談
所にご相談ください。
　相談事例としては、家庭内暴力や借金の返済などさまざまな困り
ごとに対して相談を行っております。相談者のプライバシーはお守り
しますので、お気軽にお越しください。

　介護は長引くことが少なくありません。しかし予防することはできます。福祉機器展の見学を行い、
実際の機器を見て、触れて、体験をして、介護に関する知識を深めましょう。

○開催日　１１月 1２日（土）
○内　容　　８：４０　遊楽々館、役場、ふるさとセンター順に出発
　　　　　１０：００　とちぎ福祉機器展の見学および研修
　　　　　１２：３０　昼食
　　　　　１４：００　とちぎ健康の森出発
　　　　　１５：００　ふるさとセンター、役場、遊楽々館順に到着後、解散
○対　象　在宅介護をされている方、介護に関心のある方、介護予防を希望される方
○参加費　無料（昼食代のみ自己負担）
　　　　　※希望者には 800 円でお弁当をご用意いたします。
○定　員　２５名（定員になり次第締め切ります）
○申　込　町社会福祉協議会　　　　℡（５５）２４３８
　　　　　町地域包括支援センター　℡（５４）３３４４

問合せ：町社会福祉協議会　℡（５５）２４３８

〜気分は科学者〜

わくわくお楽しみ会！

みなさんのご参加を
お待ちしております。

見て！触れて！体験して！

～家族介護者教室に参加しませんか～
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愛ちゃん愛ちゃん 希望くん希望くん

「やさしさをつなげようキャラバン」
赤い羽根をはって、大きな赤い羽根を

つくろう！

赤い羽根共同募金

い
わ
ふ
ね
社
協
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

「
ふ
っ
く
ん
」「
ぴ
ー
ち
ゃ
ん
」
と
握
手
！　

と　き：１０月２3日（日）午前９時～午後２時３０分
場　所：町健康福祉センター「遊楽々館」
内　容：ふあふあ・４７都道府県缶バッジ・赤い羽根バルー

ン配布・盲導犬体験・マッサージ体験・赤い羽根「や
さしさをつなげようキャラバン」・東日本大震災支
援パネル展示

　７月９日（土）心身障害児・者研修事業で、
群馬県立近代美術館に行ってきました。この日
はピカソ展！独創的な芸術の世界にとっぷりと浸
かりました。また、隣接している群馬県立歴史
博物館も見学しました。
　懐かしい学校や、家のセットに童心にかえり、
子どもたち以上に夢中になるお母さんの姿も見
られました。
　あっという間にすぎた、楽しい時間でした。

　７月４日、６日、８日と小野寺ふれあい館に、絵てがみクラブメ
ンバーの中田昌平さんをお迎えして、絵てがみ教室を開催しました。
　みんなで持ちよった旬の野菜やお花などをモデルに筆をふる
いました。
　完成した絵てがみは、日
頃お弁当を作ってくれてい
るボランティアさんに心をこ
めて送ります。

暑いときも熱いお茶！

こうするともっといい雰囲気！みんなで和気あいあい♪

あ
そ
び
に
来
て
ね
！

美術館も博物館も楽しかった～ !!

心身障害児・者日帰り研修
〜芸術にふれて…。inTAKASAKI 〜

〜日頃の感謝を絵てがみに！〜
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平成23年　7月～9月分
・匿名希望 様
・横山工業製作所株式会社 様
・匿名希望 様

3,000円
100,000円
3,000円

あたたかい善意を
ありがとうございました
あたたかい善意を
ありがとうございました

　こんにちは、ぴーちゃんです。今年、ぴー
ちゃんはふっくんと一緒に「サマーフェ
スタ inいわふね」に参加してきました！
東日本大震災義援金の募金活動をして、
会場にあそびに来ていたみなさんにたく
さんのご協力をいただきました。ありが
とうございました！お囃子をきいたり、
ステージを見たり、打ち上げ花火もあっ
て、お祭りもとっても楽しかったです。
　これからも、いろんなところに行って、
たくさんの人に会いたいな。

・法テラスコールセンター
　☎０５７０－０７８３７４
　平　日9:00 ～21:00
　土曜日9:00 ～17:00

・法テラス栃木
　☎０５０－３３８３－５３９５
　平日9:00 ～12:00
　　　13:00 ～16:00
　〒320-0033 宇都宮市本町4-15
　　　　　宇都宮ＮＩビル２階

法的トラブルで困ったときには…

　法的な困りごとは、まず法テラスにお
電話ください。解決に役立つ情報を提供
したり、法律相談の窓口を紹介します。
また資力の乏しい方に対しては、無料で
法律相談を行い、必要な場合、法律の
専門家を紹介し、裁判費用や弁護士・
司法書士の費用を立て替えます。

じぶんの町を良くするしくみ。
赤い羽根共同募金にご協力を

共同募金は、栃木県内の社会福祉施設や福祉団体とともに町社協へ
も配分され岩舟町の地域福祉事業に役立てられます。

地域防犯対策高齢者への
配食サービス

子ども達と
高齢者の交流災害時の支援子育てサロンボランティア

支援

岩舟町でのつかいみち

募金の実施方法について
　戸別募金は自治会役員の方々、法人募金は民生委員の方々に取りまとめをお願いしています。みなさまの
ご理解、ご協力をお願いします。
　期　間：１０月5日（水）～１１月１1日（金）
　目標額：１戸６００円　※募金は任意であり、強制ではありません

w w w . a k a i h a n e . o r . j p
●赤い羽根データベース『はねっと』をご覧ください。

ぴーちゃん
ひろば
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いわふね社協マスコット ぴーちゃん

ふれあいネットワーク

平成23年10月5日号

社会福祉法人

岩舟町社会福祉協議会 広報紙

ページ

“傾聴”ってなに？
～傾聴ボランティア
　　養成講座が終了しました～

けい ちょう
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