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●個人協力 その他 …………３，０６０円
●静和地区 ………………６１３，０８０円

自治会 金額 自治会 金額
五十畑 13,300 学校前 17,100
中の島 8,740 赤塚 30,400
鶴巻 42,560 岸内 6,080
和泉日立 19,000 三ツ谷 17,100
和泉第一 50,000 鯉ヶ島 19,900
和泉第二 72,200 芝宮 20,140
和泉第三 38,000 水掛 19,000
古橋北 36,860 曲新田 14,440
古橋南 12,160 向 10,640
静和駅前第一 44,080 本郷 11,940
静和駅前第二 19,000 上サ 15,580
静和駅前第三 20,520 五斗内 7,980
林中原 18,620 新区 11,400
赤羽根 16,340  

●静和地区………８７０，３６０円
自治会 金額 自治会 金額

五十畑 22,800 学校前 25,400 
中の島 13,800 赤塚 47,110 
鶴巻 66,000 岸内 9,600 
和泉日立 17,000 三ツ谷 27,000 
和泉第一 18,100 鯉ヶ島 30,400 
和泉第二 99,000 芝宮 31,800 
和泉第三 62,550 水掛 30,000 
古橋北 55,600 曲新田 22,800 
古橋南 19,200 向 16,800 
静和駅前第一 66,200 本郷 19,400 
静和駅前第二 25,600 上サ 24,600 
静和駅前第三 34,400 五斗内 12,000 
林中原 29,400 新区 18,000 
赤羽根 25,800  

（平成２４年９月１９日現在）合計　２，９３１，７１０円

●個人協力 その他………３４，２００円
●施設会員 ………………２０，０００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
医療法人社団信証会 5,000

●小野寺地区………３４９，７７０円
自治会 金額 自治会 金額

古江第一 22,450 上岡 9,520
古江第二 17,480 小名路 20,900
古江第三 10,260 にしね 36,480
新里宿 27,360 西耕地 11,020
新里北中妻 21,660 石橋 9,500
新里荒屋敷 36,600 上耕地 12,540
三谷東 16,720 中妻 15,580
三谷中 12,920 田代 19,380
三谷西 11,400 山中 5,700
下岡 19,000 羽田 13,300

●小野寺地区………５７９，６００円
自治会 金額 自治会 金額

古江第一 34,000 上岡 12,600 
古江第二 27,600 小名路 34,200 
古江第三 16,200 にしね 57,600 
新里宿 51,800 西耕地 17,400 
新里北中妻 43,400 石橋 15,000 
新里荒屋敷 55,600 上耕地 26,800 
三谷東 26,400 中妻 24,600 
三谷中 23,800 田代 34,200 
三谷西 18,000 山中 9,000 
下岡 30,400 羽田 21,000 

●岩舟地区……９２３，１４１円
自治会 金額 自治会 金額

鷲巣 23,561 御　門 24,320
山の腰西 18,620 羽抜本郷 53,200
山の腰東 7,980 羽抜新田 7,000
馬宿東 82,460 羽抜社口 5,000
馬宿西 47,500 下津原新田上 67,600
宿下東 46,360 下津原宿 19,760
宿下中 5,320 下津原新田下 29,640
宿下東六反 26,600 下津原法花 11,780
宿下西 12,540 下津原中央一 15,960
宿上東 19,760 下津原中央 6,840
宿上西 26,980 下津原原 8,740
茂呂本郷東 14,060 下津原手洗窪 6,400
茂呂本郷西 14,820 下津原上 24,320
茂呂新田 25,080 畳岡本明 23,560
茂呂東坪 35,720 畳岡宮前 26,600
茂呂八郎士 12,920 畳岡宿坪 60,800
栄町 51,680 中久保 59,660

●岩舟地区……１，４２７，５５０円
自治会 金額 自治会 金額

鷲巣 37,600 御門 37,200 
山の腰西 30,800 羽抜本郷 87,900 
山の腰東 11,800 羽抜新田 20,400 
馬宿東 135,800 羽抜社口 13,200 
馬宿西 58,000 下津原新田上 99,000 
宿下東 72,600 下津原宿 30,000 
宿下中 10,200 下津原新田下 48,000 
宿下東六反 35,200 下津原法花 18,600 
宿下西 26,000 下津原中央一 25,200 
宿上東 31,200 下津原中央 10,800 
宿上西 42,400 下津原原 15,000 
茂呂本郷東 22,600 下津原手洗窪 10,600 
茂呂本郷西 23,400 下津原上 33,300 
茂呂新田 37,150 畳岡本明 37,200 
茂呂東坪 56,400 畳岡宮前 58,000 
茂呂八郎士 20,400 畳岡宿坪 96,000 
栄町 59,400 中久保 76,200 

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２４年９月１２日現在）合計　１，８８９，０５１円

・普通会員　４２８８
・特別会員　　２２２

・賛助会員　３９
・施設会員　　４

社協会員および会費
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赤い羽根、うまくできるかな？

心をこめて、折り紙をおります。

ふれあい館を利用している皆さん
にも協力してもらいました。

お弁当と、お手紙を届けました！

段差を体験しよう！

Ｆａｃｅｂｏｏｋ

「いわふねまち社協」

で検索！

Ｔｗｉｔｔｅｒ

「@i_welfare」か

「いわふねまち社協」

で検索！

チャレンジサマースクールを実施しました
～アツく過ごした、暑い夏！～

　今年度、新たな取り組みとしてはじめた、サマースクール。今年のテーマは「共同募金」
７人の小学生が参加してくれました！

「赤い羽根をつくろう！」8/7
火

「やってみよう！
　　　ボランティア」

8/8
水

　１日目は栃木県共同募金会池田秀昭主事を講師に招
き、赤い羽根共同募金について学びました。当日の午後
はみんながお待ちかねの「赤い羽根作り！」白い羽根か
ら、自分だけのオリジナルの赤い羽根を作りました。作
業中は真剣そのもの。とてもすてきな作品になりました。
途中、牧島洋子先生に教えてもらい、折り紙をおって、
お手紙にしました。
　お昼は、非常食の炊き出しを行ったり、社協について
も勉強したり、いろいろな体験ができた１日目でした。

　２日目は、現在共同募金を活用して行っている「弁当
宅配事業」の配達ボランティアを実際に体験しました。
　いつも配達していただいているボランティアさんに協力
してもらい、一緒にお弁当を届けました！そしてお弁当を
届けるときには、前日書いたお手紙を、一緒に渡しました。
　思いがけない子どもたちの訪問に涙を流される方もいて、
子どもたちも、喜んでくれてうれしかった！とすばらしい
体験になったようでした。
　午後は、車いすの体験です。
車いすの乗り方、介助の
仕方だけでなく、車いす
に乗って、押してもらう
側の体験も行いました。
車いすに乗っている方に
どのようにすれば安心して
もらえるのか、また車いすの方が利用しやすくするには、
どんなことに気をつけたらいいのかなと考えながら、遊
楽々館の中を散策しました。
　２日間をふりかえり、子どもたちからは「いつもの生
活ではできない体験ができてよかった。」「車いすを押さ
れる人はこわい思いをするから、押す人が気持ちを考え
なきゃ。」という感想が発表され、体験をとおして子ど
もたちが一回り大きくなったように感じました。

ふっくん、ぴーちゃんが

Facebook と Twitter を はじめました！
フ ェ イ ス ブ ッ ク ツ イ ッ タ ー
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「何がでてくるかな？」 不思議な手づくりシャワー！ 「はい、どうぞ♪」

ホームページをご覧ください

岩舟町社会福祉協議会

たまごをつぶしてサラダにします。

当日のメニュー

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１２日（木）は、ふじおかお
話会「コロポックル」さんによる人
形劇。お母さんのだっこは特等席！
　おやつには、旬のきゅうりをまぜ
た手づくりサケごはん。
　とってもおいしかったね！

　９月２０日（木）は、リトミック。
加藤先生の歌とピアノに合わせて、楽
しく体を動かします。みんなで輪に
なって、リズミカルに隣の人へボール
を回そう！
　おやつには手づくりのお赤飯と、
岩舟でとれた梨をたべました。

親子ふれあいサロン

　８月９日（木）は、プールあそび。
芝生の上で、ビニールプールにたく
さんのおもちゃ。ペットボトルのシャ
ワーは、ふたを閉めるとお水が止
まってあら不思議？？
　おやつのかき氷も大人気でした。

　火と包丁を使わずに簡単料理を作っちゃおう！ということで、７月
１４日（土）、簡単クッキングを実施しました。
　メニューは炊き込みご飯、唐揚げ、サラダ、冷ややっこ、みそ汁
とフルコース！本当に、火も包丁も使わずに作ってしまいました！味
もとってもおいしく大満足！
　参加者の方から「次は、みそ汁の作り方を伝授したい。」という
頼もしい声もあがり、充実した１日になりました。

みんなで遊ぼう♪
親子ふれあいサロン

＊人形劇＊ ＊プールあそび＊ ＊リトミック＊

年間の予定

開催日 内　容 場　所

10月 18日（木） 運動会 こなら館

11月 15日（木） お外であそぼう! 遊楽々館

12月 20日（木） クリスマス会 遊楽々館

1月 10日（木） リトミック 遊楽々館

2月 14日（木）エプロンマミーと歌って踊ろう♪ 遊楽々館

3月 21日（木） お別れ会 遊楽々館

☆簡単クッキング！☆
～余暇活動支援事業を実施しました～
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～陶芸教室～
◎初めて参加しましたが、楽しく親子で出来て、すてきな作
品も作れて、満足です（親）
◎今年で三回目の参加です。楽しく出来たので来年も参加し
たいです（子）

◎楽しかった。少し難しかったけどまたやってみたいです。
（子）
◎親子で参加できてよかったです。陶芸っておもしろい。（親）
◎楽しかった。少しむずかしかったけど、またやってみたい
です。（子）

◎独特な作品を作れてよかった（子）
◎花の色と種類が豊富でとてもきれいでした。自由に作れる
のが良かったです（親）
◎花を飾る楽しさが味わえました（親）

◎初めて釘やのこぎりを使って、楽しかった（子）
◎子どもと一緒に、のこぎり、トンカチ、釘を使っての作業が初
めてだったので、とても楽しかった。（親）
◎釘を打つのが難しかったです。（子）

◎花の名前を学びました。難しかったけど、お母さんに手伝っ
てもらって出来ました。（子）
◎あまり体験できない押し花ができて良かったです。自分で
も押し花を作ってみたいと思いました。（子）
◎押し花の色がとてもきれいでした。楽しく作ることができ、
参加してよかったです。（親）

～フラワーアレンジ教室～

～型染め教室～～工作教室～

～型染め教室～

～押し花教室～

夏休み親子ふれあい教室

「いわふねチャレンジ工房」開催
〜 Photo Report 〜

　今年も、町教育委員会との共催で夏休み親子ふれあい教室「いわふねチャレンジ
工房」を開催しました。親子で協力して創作活動を行い、たくさんの思いのつまった
作品が完成しました。

世
界
で
ひ
と
つ
だ
け
の
作
品
が
完
成
！



─ 6 ─ ─ 7 ─

自己紹介からはじめます！

～傾聴ボランティア養成講座が終了しました～

福祉まつり　遊楽々館大広間で12:00 から開演！！

　　　　　　ご来場お待ちしております！

傾聴ボランティア「ぴーちゃん」による

「傾聴って・・・なぁに？」「傾聴って・・・なぁに？」ぴーちゃん劇場

◆サービス内容
普段お使いの寝具をお預かりし、約８０度の高温に
よる乾燥消毒および丸洗いを行います。

◆ご利用になれる方
① 6 か月以上寝たきり状態にある方
②寝具の衛生管理が困難な 65 歳以上のみの世帯

◆料　金
乾燥消毒：１枚 50 円（4 枚まで）･･･ 年 10 回
丸洗い：1 枚 250 円 （4 枚まで）･･･ 年 2 回

◆実施日
月１回（日程は事前にご連絡いたします）

◆利用するには
利用申込書に記入し、町役場健康福祉課へ提出して
ください。その後、サービス開始となります。

◆お問い合わせ
町役場 健康福祉課 介護福祉担当 ℡５５－７７５９
町社会福祉協議会 ℡５５－２４３８

平成24年
6月～8月分

～一般寄附金～
・匿名希望 様
・小野寺そば生産組合　代表　和田　直 様
・株式会社横山工業製作所 様
・紙芝居ボランティア　温故の会 様
・匿名希望 様
・サマーフェスタ in いわふね 2012　寄附金募金箱

3,000 円
20,000 円
100,000 円
39,760 円
2,000 円
6,622 円

～物品寄附～
・川島　七郎 様 襖・屏風

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

もしものときの
　「ボランティア
　　　　活動保険」

補償金額・保険料

　ボランティア活動中に「自分がケガをした」「他
人にケガをさせてしまった」「物を壊してしまっ
た」・・・。そうした場合に備え、ボランティア
活動保険にぜひご加入ください！

～平成２４年度版～

※補償内容の詳細は、社協までお問い合わせください！

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

　平成２４年度傾聴ボランティア養成講座入門
編、実践編がすべて終了しました。
　“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。
　そういった “傾聴 ”への心構えや専門的な技
術である基礎を入門編として、NPO法人ホー
ルファミリーケア協会の鈴

す ず き

木絹
き ぬ え

英先生に教えて
いただきました。そして今回、実践編では、昨
年本講座を受講し、現在傾聴ボランティア「ぴー
ちゃん」として活動をしている先輩たちに実際
の活動について伺いました。
　受講者からは、人の心に寄り添うことのポイ

ントを教えていただき、これから一つ一つ学ん
でいきたいとの意見が寄せられました。

“傾聴って…なぁに？”
けいちょう

みんなでつくる
社協事業 寝具の洗濯乾燥消毒サービス
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●社協の合併について●

ひとりで悩んでいませんか？

・法テラス栃木
　☎ 050ｰ3383ｰ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…

　法律上の困りごとは、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るこ
とができます。

・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

お な や み な し

【理事会】　平成 24 年 8 月 27 日（月）
○栃木市・岩舟町社会福祉協議会合併協議会の設

置について　　　　　　　　　　　　
○栃木市・岩舟町社会福祉協議会合併協議会規約

の制定について
○栃木市・岩舟町社会福祉協議会合併協議会委員

の選任について
○社会福祉法人岩舟町社会福祉協議会役員等の費

用弁償に関する規程の全部改正について
○平成 24 年度岩舟町社会福祉協議会一般会計収

支補正予算（第 1 号）について

【評議員会】　平成 24 年 8月 29日（水）
○栃木市・岩舟町社会福祉協議会合併協議会の設

置について　　　　　　　　　　　　
○栃木市・岩舟町社会福祉協議会合併協議会規約

の制定について
○栃木市・岩舟町社会福祉協議会合併協議会委員

の選任について
○社会福祉法人岩舟町社会福祉協議会役員等の費

用弁償に関する規程の全部改正について
○平成 24 年度岩舟町社会福祉協議会一般会計収

支補正予算（第 1 号）について

　栃木県弁護士会から派遣された弁護士が相談を
行います。
10 月 19 日（火）AM9：30 ～ 11：30　遊楽々館
11 月 8 日（木）AM9：30 ～ 11：30　遊楽々館
12 月 10 日（月）AM9：30 ～ 11：30　遊楽々館
1 月 18 日（火）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（木）・29 日（月）  PM1：30 ～ 4：30
11 月 19 日（月）・28 日（水）PM1：30 ～ 4：30
12 月 18 日（火）・28 日（金）PM1：30 ～ 4：30
11 月 18 日（金）・28 日（月）PM1：30 ～ 4：30
※予約は必要ありません。相談日時に遊楽々館へ
　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。そんなときは、心配ごと相談所にご相談ください。
　相談事例として、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。
　プライバシーは固くお守りしますので、お気軽にお越しください。

　社会福祉法第１０９条において、市町が合併した場
合は、社会福祉協議会にも同じ枠組みでの合併を求め
ています。
　現在、栃木市と岩舟町の合併協議会が設立され、
市町の合併に向けて協議がなされていることを受け、
両市町の社会福祉協議会も合併協議会を設置し、合
併に向けて調整の協議を行うこととなりました。
　審議状況については、広報紙「こすもす」等にてお
知らせいたします。

　社協の動き 　理事会、評議員会を開催しました。平成 24 年 8月27日（月）
理事会の「地域福祉力整備促進事業について」は、保留とな
りましたが、以下のものは原案のとおり可決承認されました。
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愛ちゃん愛ちゃん 希望くん希望くん

「やさしい気持ち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
」
に
会
お
う
！　

☆投票すると
　ふっくんぴーちゃんの
　壁紙がもらえるよ☆

発　行　岩舟町社会福祉協議会

こすもす　vol.91

〒329-4315
栃木県下都賀郡岩舟町三谷1038-1
（岩舟町健康福祉センター遊

ゆ

楽
ら

々
ら

館内）
TEL.0282（55）2438　FAX.0282（55）5590
E-MAIL i-welfare@cc9.ne.jp
HP http://www.cc9.ne.jp/~i-welfare

岩舟町社会福祉協議会
広報紙

　こんにちは。ぴーちゃんです。今年の夏はとっ
ても暑かったですね。体調は崩していないですか？
ぴーちゃんは元気です！今年もふっくんと一緒に

「サマーフェスタ in いわふね」に参加してきまし
た！途中で雨が降っちゃったのは残念だったけど、
たくさんのお友だちに会えて、さらに元気になり
ました！募金の協力もありがとうございました！
この後は、福祉まつりにも参加します。みんなに
会えるのを楽しみにしているね～！

と　き：１０月２1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・赤い羽根バルーンプレゼ

ント・日赤パンチングボールプレゼント、ミニゲーム、盲導犬
体験・マッサージ体験・赤い羽根「やさしい気持ちをつな
げようキャラバン」、傾聴ボランティア発表会

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共に社協へも配分
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3日（水）～１１月１6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

あ
そ
び
に
来
て
ね
！
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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24年10月3日号

社会福祉法人

岩舟町社会福祉協議会 広報紙

ページ

“アツく過ごした夏！”
～チャレンジサマースクール
　　　　　　を実施しました～
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