
1 外出支援サービス事業 
目的：医療機関や公的機関等の間を送迎することにより、日常生

活圏を拡大すること
利用者数：60名　総移送回数：1,222回

2 車いす無料貸出事業
目的：一定期間車いすを貸出すことにより、在宅福祉の増進を図ること
総利用件数：46件

3 心身障害児・者日帰り研修事業
目的：自宅に閉じこもりがちな心

身障害児・者に対して、親
睦を深めること

参加者数：14名

4 余暇活動支援事業 
目的：地域での居場所や仲間づくりの場を設けること
実施回数：4回　参加者数：延べ51名

5 「声の広報」事業
目的：視覚による情報を得ることが困難な方に対して、日常生活

情報を伝えること
利用者数：2名

6 寝具洗濯消毒乾燥サービス事業
目的：清潔で快適な生活を維持するため、毎月寝具の洗濯乾燥消毒を行う
利用者数：4名　総利用件数：3件　総利用枚数：乾燥4枚、洗濯6枚

7 理容サービス事業
目的：出張理容サービスの代金の一部を助成し、在宅福祉の増進を図る
利用者数：30名  総利用件数：99件

8 町身体障害者福祉会、町心身障害児者父母の会への活動支援

1 親子ふれあいサロン
目的：遊びや食育を通して、親子同士のふれあいや地域住民との

協働を図る
総利用回数：881回《保護者：408回　子：473回》

2 チャレンジサマースクール
目的：様々な体験をとおして、福祉

やボランティアに対する理解
や関心を高めること

実施日：8月7日(火)赤い羽根をつ
くろう! 8月8日(水)ボラン
ティアに挑戦!

3 子育て応援マップの発行
目的：児童施設、医療機関、公園、

子育て支援団体等の情報を
提供すること

対象：町内全世帯

4 親子ふれあい教室
目的：親子や仲間と共同で体験学習
　　　をすることにより、自身や人を思いやる心を育むこと
実施回数：全7回　参加者数 合計97名

5 歳末寝具洗濯消毒乾燥サービス事業
目的：清潔で快適な在宅生活を維持すること
利用者数：33名　総利用枚数：67枚

6 ひとり親家庭就学支援事業 
目的：小学校、中学校就学時に必要な物品の購入費の一部を支援すること
利用者数：5名

7 岩舟町母子福祉会への活動支援

1 弁当宅配サービス事業 
目的：身体的、精神的負担の軽減を図ると共に安否確認を行う
毎週水曜日：49回　利用者数：84名

2 生きがい活動支援通所事業
目的：自立生活の助長、社会的孤

立感の解消、心身機能の向
上を図ること

毎週月、水、金　利用者数：18名　総利用回数：947回

3 寝具洗濯消毒乾燥サービス事業
目的：清潔で快適な生活を維持すること
利用者数：4名　総利用枚数：乾燥4枚、洗濯6枚

4 理容サービス事業
目的：出張理容サービスの代金の一部を助成し、在宅福祉の増進を図ること
利用者数：30名　総利用件数：99件

5 家族介護者教室 
目的：介護の知識と技術を習得することで、高齢者福祉の増進を図ること
開催：2回

6 歳末寝具洗濯消毒乾燥サービス事業
目的：清潔で快適な在宅生活を維持し、事業の啓発を図ること
利用者数：6名　総利用枚数：12枚

7 緊急連絡票作成事業
目的：家族や主治医、関係機関への連絡を迅速に行えるようにすること
利用者数：952名

8 傾聴ボランティア派遣事業
目的：町内ボランティア活動の推進と対象者の精神的負担の軽減

を図ること
活動日数：延べ107日間　活動人数：延べ140人

9 お御達者教室事業
目的：心身の機能を積極的に使い、日々の生活を活発にしていくこと
参加者数：延べ63名

10 老人クラブ、シルバードライバークラブへの活動支援

1 地域福祉推進事業補助事業
目的：各地区の社会福祉活動をより活発化させる。
決定数：21団体　決定額631,000円

2 地域福祉力整備促進事業
目的：各地区における地域福祉の拠点整備を促進すること
決定数：26団体　決定額：38,604,000円

3 小地域福祉活動普及促進事業への協力
目的：地域の福祉力を高めるため、

事業成果や課題を共有すること
期日：平成25年3月21日（木）

4 行政・人権・心配ごと相談所事業
目的：気軽に相談できる体制をつく

り、住民の不安解消を図る
開設日数：22日　相談件数：11件

5 無料弁護士相談所事業
目的：だれもが安心して弁護士に相談できる環境を提供し、住民

の問題解決を図る
開設日数：12日　相談件数：37件

6 日常生活自立支援（とちぎ権利擁護支援センターあすてらす）事業
目的：生活支援や金銭管理サービスを行い、権利と財産を守る
相談件数：1件　契約者数：4名　総活動回数：42回

7 マスコットキャラクター事業 
目的：本会の認知度と地域福祉の向上を図る
活動回数：13回

1 罹災者支援事業
目的：見舞金を支給し、生活意欲の助長を図る
災害見舞金交付：5件

2 日本赤十字社栃木県支部岩舟町分区事業
①社資募集
総額：1,889,051円
災害見舞金交付：5件  災害救援物資交付：5件
②各種義援金取り扱い

1 第25回健康福祉・環境まつり
目的：「地域でつくる健康福祉と環

境」をテーマとし、交流と
ふれあいの場を設ける

開催日 ：平成24年10月21日（日）

2 町社協広報紙「こすもす」発行
目的：本会の運営や事業を明確に公表し、住民の理解と協力を得

ることにより、地域福祉の推進を図る
発行回数：4回

3 ホームページ等による情報発信事業
目的：地域への情報発信を行い、若年層へも周知すること
利用メディア：ホームページ、Twitter、Facebook

4 岩舟町社協福祉サービスガイドブック発行
目的：本会の構成、目的、使命と

理念、福祉事業を周知する
ことにより、更なる地域福
祉活動の推進を図る

対象：町内全世帯、町内福祉関係
機関等

1 ボランティアセンター事業
目的：ボランティアに関する相談、斡旋、活動支援等を行うことにより、

住民の関心と理解を深め、積極的な社会参加の促進を図る
個人登録数：62名
団体登録数：14団体　相談件数：9件
機材等貸出件数：43件

2 学童生徒のボランティア活動普及事業 
ボランティア協力校指定：町内全小中学校
小地域で考える福祉教育推進モデル事業指定校：小野寺北小学校
他福祉出前講座：2回
実施日：5月31日（木）小野寺北小学校、6月11日（月）小野寺南小学校

3 ボランティア講座
①傾聴ボランティア養成講座 
『入門編』
目的：リタイア後の生きがいの喪失や核家族の増加等による人と

のつながりが減少している方への支援をすること
実施回数：全3回

『実践編』
目的：傾聴体験や情報交換・事例検討などを行う事により、実践

活動を展開しやすくすること
実施回数：全8回

②災害ボランティア養成講座
目的：防災意識の高揚並びに技術

の習得を目指し、災害時の
ボランティア活動を円滑に
実施するため、関係組織等
の連携強化を図る

実施回数：全2回 参加者数　合計34名

1 生活福祉資金貸付事業
目的：経済的自立及び生活意欲の助長促進により、安定した生活を

送れるようにすること
相談件数：13件　新規貸付件数：4件

2 社会福祉金庫貸付事業
目的：資金の貸付と継続的な支援活動により、生活環境の改善や

経済的自立を図る
相談件数：8件　新規貸付件数：3件

【障害者の方々へ】 【子どもたちへ】

【お年寄りの方々へ】 【災害に遭われた方への支援】

【いわふねボランティアセンター事業】

～平成24年度 岩舟町社会福祉協議会事業報告、決算報告～

一人ひとりの支え合い、助け合いの心をつなぐまちへ

【福祉啓発活動】

【低所得者等福祉対策】

【地域福祉事業】

前期末支払
資金残高

494万2,384円
（4％）

雑収入
3万5,800円
（0％）

共同募金配分金収入
311万9,281円
（3％）

事業収入
21万3,000円
（0％）

受託金収入 
472万5,017円
（4％）

経常経費
補助金収入

1,502万2,783円
（13％）

寄附金収入 
67万9,930円
（1％）

会費収入
293万3,710円
（3％）

事務費支出
127万6,248円

(1%)人件費支出
1,463万3,956円
（13％）

合　計
1億1,150万7,928円

支出の部

助成金支出 
3,923万5,000円
（35%）

負担金支出 
17万8,750円
（0%）

事業費支出
791万2,748円
（7％）

貸付事業等支出
6万1,000円
（0％）

共同募金
配分事業費
311万9,281円
（3％）

積立預金積立支出
310万7,040円
（3％）

経理区分間
繰入金支出

4,177万2,330円
（38％）

貸付事業等収入
21万6,350円
（0％）

経理区分間
繰入金収入

4,177万2,330円
（37％）

合　計
1億1,429万738円

収入の部

受取利息
配当金収入
3万3,853円
（0％）

負担金収入 
59万6,300円
（0％）

積立預金
取崩収入
4,000万円
（35％）

固定資産
取得支出
21万1,575円
（0％）

「心身障害児・者日帰り研修事業」

駒場地区社協
「おしゃべりサロン」

健康福祉・環境まつり
「ボランティア発表会」
健康福祉・環境まつり
「ボランティア発表会」

マスコットキャラクター
「ふっくん」と「ぴーちゃん」

「チャレンジサマースクール」 「災害ボランティア養成講座」

「生きがい活動支援通所事業」
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1 外出支援サービス事業 
目的：医療機関や公的機関等の間を送迎することにより、日常生

活圏を拡大すること
利用者数：60名　総移送回数：1,222回

2 車いす無料貸出事業
目的：一定期間車いすを貸出すことにより、在宅福祉の増進を図ること
総利用件数：46件

3 心身障害児・者日帰り研修事業
目的：自宅に閉じこもりがちな心

身障害児・者に対して、親
睦を深めること

参加者数：14名

4 余暇活動支援事業 
目的：地域での居場所や仲間づくりの場を設けること
実施回数：4回　参加者数：延べ51名

5 「声の広報」事業
目的：視覚による情報を得ることが困難な方に対して、日常生活

情報を伝えること
利用者数：2名

6 寝具洗濯消毒乾燥サービス事業
目的：清潔で快適な生活を維持するため、毎月寝具の洗濯乾燥消毒を行う
利用者数：4名　総利用件数：3件　総利用枚数：乾燥4枚、洗濯6枚

7 理容サービス事業
目的：出張理容サービスの代金の一部を助成し、在宅福祉の増進を図る
利用者数：30名  総利用件数：99件

8 町身体障害者福祉会、町心身障害児者父母の会への活動支援

1 親子ふれあいサロン
目的：遊びや食育を通して、親子同士のふれあいや地域住民との

協働を図る
総利用回数：881回《保護者：408回　子：473回》

2 チャレンジサマースクール
目的：様々な体験をとおして、福祉

やボランティアに対する理解
や関心を高めること

実施日：8月7日(火)赤い羽根をつ
くろう! 8月8日(水)ボラン
ティアに挑戦!

3 子育て応援マップの発行
目的：児童施設、医療機関、公園、

子育て支援団体等の情報を
提供すること

対象：町内全世帯

4 親子ふれあい教室
目的：親子や仲間と共同で体験学習
　　　をすることにより、自身や人を思いやる心を育むこと
実施回数：全7回　参加者数 合計97名

5 歳末寝具洗濯消毒乾燥サービス事業
目的：清潔で快適な在宅生活を維持すること
利用者数：33名　総利用枚数：67枚

6 ひとり親家庭就学支援事業 
目的：小学校、中学校就学時に必要な物品の購入費の一部を支援すること
利用者数：5名

7 岩舟町母子福祉会への活動支援

1 弁当宅配サービス事業 
目的：身体的、精神的負担の軽減を図ると共に安否確認を行う
毎週水曜日：49回　利用者数：84名

2 生きがい活動支援通所事業
目的：自立生活の助長、社会的孤

立感の解消、心身機能の向
上を図ること

毎週月、水、金　利用者数：18名　総利用回数：947回

3 寝具洗濯消毒乾燥サービス事業
目的：清潔で快適な生活を維持すること
利用者数：4名　総利用枚数：乾燥4枚、洗濯6枚

4 理容サービス事業
目的：出張理容サービスの代金の一部を助成し、在宅福祉の増進を図ること
利用者数：30名　総利用件数：99件

5 家族介護者教室 
目的：介護の知識と技術を習得することで、高齢者福祉の増進を図ること
開催：2回

6 歳末寝具洗濯消毒乾燥サービス事業
目的：清潔で快適な在宅生活を維持し、事業の啓発を図ること
利用者数：6名　総利用枚数：12枚

7 緊急連絡票作成事業
目的：家族や主治医、関係機関への連絡を迅速に行えるようにすること
利用者数：952名

8 傾聴ボランティア派遣事業
目的：町内ボランティア活動の推進と対象者の精神的負担の軽減

を図ること
活動日数：延べ107日間　活動人数：延べ140人

9 お御達者教室事業
目的：心身の機能を積極的に使い、日々の生活を活発にしていくこと
参加者数：延べ63名

10 老人クラブ、シルバードライバークラブへの活動支援

1 地域福祉推進事業補助事業
目的：各地区の社会福祉活動をより活発化させる。
決定数：21団体　決定額631,000円

2 地域福祉力整備促進事業
目的：各地区における地域福祉の拠点整備を促進すること
決定数：26団体　決定額：38,604,000円

3 小地域福祉活動普及促進事業への協力
目的：地域の福祉力を高めるため、

事業成果や課題を共有すること
期日：平成25年3月21日（木）

4 行政・人権・心配ごと相談所事業
目的：気軽に相談できる体制をつく

り、住民の不安解消を図る
開設日数：22日　相談件数：11件

5 無料弁護士相談所事業
目的：だれもが安心して弁護士に相談できる環境を提供し、住民

の問題解決を図る
開設日数：12日　相談件数：37件

6 日常生活自立支援（とちぎ権利擁護支援センターあすてらす）事業
目的：生活支援や金銭管理サービスを行い、権利と財産を守る
相談件数：1件　契約者数：4名　総活動回数：42回

7 マスコットキャラクター事業 
目的：本会の認知度と地域福祉の向上を図る
活動回数：13回

1 罹災者支援事業
目的：見舞金を支給し、生活意欲の助長を図る
災害見舞金交付：5件

2 日本赤十字社栃木県支部岩舟町分区事業
①社資募集
総額：1,889,051円
災害見舞金交付：5件  災害救援物資交付：5件
②各種義援金取り扱い

1 第25回健康福祉・環境まつり
目的：「地域でつくる健康福祉と環

境」をテーマとし、交流と
ふれあいの場を設ける

開催日 ：平成24年10月21日（日）

2 町社協広報紙「こすもす」発行
目的：本会の運営や事業を明確に公表し、住民の理解と協力を得

ることにより、地域福祉の推進を図る
発行回数：4回

3 ホームページ等による情報発信事業
目的：地域への情報発信を行い、若年層へも周知すること
利用メディア：ホームページ、Twitter、Facebook

4 岩舟町社協福祉サービスガイドブック発行
目的：本会の構成、目的、使命と

理念、福祉事業を周知する
ことにより、更なる地域福
祉活動の推進を図る

対象：町内全世帯、町内福祉関係
機関等

1 ボランティアセンター事業
目的：ボランティアに関する相談、斡旋、活動支援等を行うことにより、

住民の関心と理解を深め、積極的な社会参加の促進を図る
個人登録数：62名
団体登録数：14団体　相談件数：9件
機材等貸出件数：43件

2 学童生徒のボランティア活動普及事業 
ボランティア協力校指定：町内全小中学校
小地域で考える福祉教育推進モデル事業指定校：小野寺北小学校
他福祉出前講座：2回
実施日：5月31日（木）小野寺北小学校、6月11日（月）小野寺南小学校

3 ボランティア講座
①傾聴ボランティア養成講座 
『入門編』
目的：リタイア後の生きがいの喪失や核家族の増加等による人と

のつながりが減少している方への支援をすること
実施回数：全3回

『実践編』
目的：傾聴体験や情報交換・事例検討などを行う事により、実践

活動を展開しやすくすること
実施回数：全8回

②災害ボランティア養成講座
目的：防災意識の高揚並びに技術

の習得を目指し、災害時の
ボランティア活動を円滑に
実施するため、関係組織等
の連携強化を図る

実施回数：全2回 参加者数　合計34名

1 生活福祉資金貸付事業
目的：経済的自立及び生活意欲の助長促進により、安定した生活を

送れるようにすること
相談件数：13件　新規貸付件数：4件

2 社会福祉金庫貸付事業
目的：資金の貸付と継続的な支援活動により、生活環境の改善や

経済的自立を図る
相談件数：8件　新規貸付件数：3件

【障害者の方々へ】 【子どもたちへ】

【お年寄りの方々へ】 【災害に遭われた方への支援】

【いわふねボランティアセンター事業】

～平成24年度 岩舟町社会福祉協議会事業報告、決算報告～

一人ひとりの支え合い、助け合いの心をつなぐまちへ

【福祉啓発活動】

【低所得者等福祉対策】

【地域福祉事業】

前期末支払
資金残高

494万2,384円
（4％）

雑収入
3万5,800円
（0％）

共同募金配分金収入
311万9,281円
（3％）

事業収入
21万3,000円
（0％）

受託金収入 
472万5,017円
（4％）

経常経費
補助金収入

1,502万2,783円
（13％）

寄附金収入 
67万9,930円
（1％）

会費収入
293万3,710円
（3％）

事務費支出
127万6,248円

(1%)人件費支出
1,463万3,956円
（13％）

合　計
1億1,150万7,928円

支出の部

助成金支出 
3,923万5,000円
（35%）

負担金支出 
17万8,750円
（0%）

事業費支出
791万2,748円
（7％）

貸付事業等支出
6万1,000円
（0％）

共同募金
配分事業費
311万9,281円
（3％）

積立預金積立支出
310万7,040円
（3％）

経理区分間
繰入金支出

4,177万2,330円
（38％）

貸付事業等収入
21万6,350円
（0％）

経理区分間
繰入金収入

4,177万2,330円
（37％）

合　計
1億1,429万738円

収入の部

受取利息
配当金収入
3万3,853円
（0％）

負担金収入 
59万6,300円
（0％）

積立預金
取崩収入
4,000万円
（35％）

固定資産
取得支出
21万1,575円
（0％）

「心身障害児・者日帰り研修事業」

駒場地区社協
「おしゃべりサロン」

健康福祉・環境まつり
「ボランティア発表会」
健康福祉・環境まつり
「ボランティア発表会」

マスコットキャラクター
「ふっくん」と「ぴーちゃん」

「チャレンジサマースクール」 「災害ボランティア養成講座」

「生きがい活動支援通所事業」

─ 3 ─
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シャボン玉きれいにできたね♪ ママといっしょにいちごつみ！ ボールあそび楽しいな☆

ホームページをご覧ください

岩舟町社会福祉協議会

ひとりで悩んでいませんか？

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

　４月１８日（木）は、お花見！
残念ながらサクラが散ってしまいま
したが、みどりがとってもきれいな
ところで、宝さがしゲーム♪みんな
早くみつけられたね！おやつは、豪
華景品（笑）のお菓子セット★

　６月１３日（木）は、予定していたお
外あそびは、雨のため中止。変更して、
中で絵本を読んだり、ボールや牛乳パッ
クで作ったカエルさんといっぱいあそん
だよ！おやつは、かたつむり型のロール
ケーキ☆可愛くて
おいしかったね！

親子ふれあいサロン

　５月１６日（木）は、フルーツパー
クでおいしいいちごをたくさんつみ
ました！みんなの手やお口が真っ赤
になるほど、おなかいっ
ぱい食べたね♪暑かっ
たので、おいし～いむ
ぎ茶もいただきました！

※都合により、内容などが変更になる場合があります。

　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。
18 月 18 日（木）AM9：30 ～ 11：30　遊楽々館
19 月 19 日（月）AM9：30 ～ 11：30　遊楽々館
10 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。
7 月 18 日（木）・29 日（月）  PM1：30 ～ 4：30
8 月 19 日（月）・28 日（水）PM1：30 ～ 4：30
9 月 18 日（水）・30 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。

みんなであそぼう♪
親子ふれあいサロン

＊お花見＊ ＊いちごつみ＊ ＊つくってあそぼう！＊

年間の予定

開催日 内　容 場　所

7月 22日（月） リトミック 遊楽々館
8月は、会場の都合により、お休みさせていただきます。

9月 12日（木） 親子あそび 遊楽々館
10月 10日（木） 運動会 こなら館
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・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

年　間
保険料

基本タイプ A　３００円 B　４５０円

天災タイプ
（基本＋地震・
噴火・津波）

天災A
４６０円

天災B
６９０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２5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！

●社協の合併について●

【理事会】　平成 25 年 5 月 27 日（月）
○専決処分の承認を求めることについて
　専決第１号「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 4 号）について」
○評議員の選任について
→廣瀬守氏（老人クラブ）、大山実氏（区長連絡協

議会）、山木幹雄氏（人権擁護委員会）、島田共
一氏（自治会）、落合英夫氏（自治会）、清水正男
氏（地区社協）、須藤梨恵氏（保育園保護者会）、
安藤芳雄氏（商工会）、清水裕之氏（PTA 連合会）
を選任することに同意いたしました。

○合併について
○合併契約について
○平成 24 年度岩舟町社会福祉協議会事業報告並

びに一般会計収支決算について
○平成 24 年度栃木県共同募金会岩舟町分会事務

費会計収支決算について

○平成 24 年度栃木県共同募金会岩舟町分会寄附
金会計収支決算について

【評議員会】　平成 25 年 5月 28日（火）
○専決処分の承認を求めることについて
　専決第１号「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 4 号）」
○評議員の選任について
→小林眞智子氏（小中学校長会）、角田英昭氏（自

治会）を選任することに同意いたしました。
○合併について
○合併契約について
○平成 24 年度岩舟町社会福祉協議会事業報告並

びに一般会計収支決算について
○平成 24 年度栃木県共同募金会岩舟町分会事務

費会計収支決算について
○平成 24 年度栃木県共同募金会岩舟町分会寄附

金会計収支決算について

　社協の動き 　理事会、評議員会を開催し、すべて原案のとおり可決承
認されました。また、変更のあった役員と評議員については、
下記のとおりです。

　現在、栃木市と岩舟町の社会福祉協議会は、合併に向けて「栃木市・岩舟町
社会福祉協議会合併協議会」を設置し、協議を行っております。
　下記のとおり監査会と協議会を行い、すべて原案のとおり可決、承認されました。
また第４回の合併協議会終了後に、合併協定書の調印式を行いました。

【栃木市・岩舟町社会福祉協議会合併協議会  監査会】
平成 25 年 4 月 5 日（金）
○平成 24 年度の事業報告書、決算書、領収書につい
　て確認しました。

【第４回栃木市・岩舟町社会福祉協議会合併協議会】
平成 25 年 4 月16 日（火）
○合併協定書（案）について
○平成 24 年度栃木市・岩舟町社会福祉協議会合併
　協議会事業報告及び収支決算について

調印式の様子
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　１０月１３日（土）町健康福祉センター「遊
楽々館」でピクニックを行いました。
　今回は今までで最多の２１名の方が参
加！民生委員さんにもご協力いただき、「ア
キュラシー」「だるまさんがころんだ」「魚つ
りゲーム」「伝言ゲーム」４つのアトラクショ
ンに挑戦！チームごとに協力しながら、和
やかにゲームを楽しみました。
　ゲームの後はお楽しみのお食事タイム！青
空のもと、おいしいお弁当に会話も弾みま
した。最後には表彰式もあり、充実した１
日になりました。

　６月１３日（木）こなら館にて、町身体障害者福祉会主催の障
害者スポーツ教室を開催しました。
　今回の種目は、「コントロールアタック」略して「コンタック」！
この競技は、パラリンピックの正式種目である「ボッチャ」をもと
に、栃木県障害者スポーツ協会がアレンジした競技です。ボール
を投げて、床の点数シート上にボールを止め、その合計点数を競
うわかりやすい内容ですが、奥深い戦略が特徴のスポーツです。
　当日は、参加者それぞれチームに分かれて、試合を行いました。
５０点以上の得点が入るチームも出て、県大会の決勝戦のような
熱戦が繰り広げられました。

　５月１１日（土）、小さな世界一周旅行！ということで、東武ワールドスクウェアに行っ
てきました！小雨の降る中でしたが、より新緑が映えさらに美しい世界を楽しむことが
できました。精巧な作りの世界遺産に参加した皆さんからも感嘆の声がもれました。
　たくさんの世界を一気に旅して、心もすっかりリフレッシュできました。

ミニチュアでも圧倒的存在感！ スカイツリー！

〜気分はガリバー！世界旅行に行ってきました !! 〜

　町老人クラブ連合会のグラウンドゴルフ大会は、5月 21
日（火）に町総合運動場で行われました。お天気にも恵ま
れ、参加クラブの選手
たちは、にぎやかに楽し
い一日を過ごしました。
29 チーム166 名のクラ
ブ員が参加し、熱戦が
繰り広げられました。
　大会の結果は、次の
とおりです。 入った～！ よかった～

元気はつらつシルバーパワー！
町老人クラブグラウンドゴルフ大会

団 体 優 勝　和泉ときわ会A
団体準優勝　ことぶき会A
団 体 三 位　親和会A

（親和会）石川知江 2回･村山昌司･瀬下静夫
（御門みどり会）針谷浅一 2回
（和泉ときわ会）桜井カツヱ･赤羽根一雄･秋山スミ･佐山益夫･川島七郎
（静寿会）三浦モモヨ･大久保茂子･田辺すみ江･岩崎房子
（和しの会）小島芳子･寺内猛･関口ミネ
（宿下長生会）谷田川孝安･長澤武男･小林定夫
（あやめ会）鈴木以史･高橋アイ
（畳岡松寿会）島田八重子･上野繁･麦倉良子
（西寿会）小林百合子
（ことぶき会）山崎シゲ子･麦倉喜夫･大沢八重子･大阿久薫雄

団
体
の
部

個
人
の
部
（
ホ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン
）
29
名

心身障害児・者日帰り研修

アキュラシー「これはもらった !!」

～余暇活動支援事業～
ゆららでピクニック！

高得点を狙って！

コンタックって
なぁに？ 障害者スポーツ教室開催
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～押し花教室～ ～フラワーアレンジ教室～

～型染め教室～～陶芸教室～ ～天体観測教室～

【対 象 者】町内在住の幼児、小学生、中学生、高校生とその保護者
【申込方法】①住所　②参加者全員の氏名　③学年と年齢　④電話番号　⑤参加教室名　⑥参加日　を下記まで  
　　　　　 連絡してください。
【締め切り】各教室とも定員になりしだい締め切ります。
【申込み・問合わせ】
　町社会福祉協議会　　　　 電話 ５５－２４３８　FAX ５５－５５９０　mail：i-welfare@cc9.ne.jp
　町教育委員会 社会教育課　電話 ５５－２５００　FAX ５５－５０６５　mail：syakyou@town.iwafune.tochigi.jp

　　　　８月３日（土）
　　　　午後 1 時 30 分～ 4 時
　　　　旧水道庁舎
　　　　小島　桂さん
　　　　１０名
　　　　1 人５００円（材料費）

　　　　７月２8 日（日）、７月２９日（月）
　　　　午前１０時～１２時
　　　　旧水道庁舎
　　　　武田　聖さん・由紀子さん
　　　　各日 20 名
　　　　１人５００円（粘土・材料費）

　　　　７月２１日（日）
　　　　午前１０時～１２時
　　　　町健康福祉センター「遊楽々館」
　　　　竹村　芳さん
　　　　２０名
　　　　1 人１，０００円（材料費）

期　日
時　間
会　場
講　師
定　員
参加費

期　日
時　間
会　場
講　師
定　員
参加費

期　日
時　間
会　場
講　師
定　員
参加費

期　日
時　間
会　場
講　師
定　員
参加費

「コスモス基金
活用事業」夏休み 親子ふれあい教室

いわふねチャレンジ工房
～ 参加者募集 ～

親子で一緒に
  やってみよう！

はがきや額へ自由にデコレーション。
きれいな押花絵づくりにチャレンジ！

好きな型紙を使って、オリジナルハン
カチ作りにチャレンジ！

自分だけのうつわ作りにチャレンジ！

きれいな花を切ったり、挿したり。
すてきな花かごづくりにチャレンジ！

手づくり望遠鏡で土星や星雲の観測
にチャレンジ！もしかしたら、ペルセ
ウス座流星群が見られるかも！

　　　　８月４日（日）
　　　　午前１０時～１２時
　　　　町健康福祉センター「遊楽々館」
　　　　柏瀬由子さん
　　　　２０名
　　　　1 人１,０００円（額・材料費）

期　日
時　間
会　場
講　師
定　員
参加費

　　　　8 月１３日（火）
　　　　午後７時３０分～９時
　　　　町健康福祉センター「遊楽々館」
　　　　川野辺重俊さん
　　　　３０名
　　　　1 人２００円（材料費）

　社会福祉協議会は、民間組織としての自主性と広
く住民や社会福祉関係者に支えられた公共性とい
う、２つの側面をあわせ持った組織であり「誰もが
安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指し活動
をしております。
　会費募集にあたり、実際の活動に参加いただけ
ない方にも地域福祉を推進していく「サポーター」
として応援していただきたいという趣旨で行わせて
いただいております。なお、加入は任意ですがみな
さまのご協力をよろしくお願いします。

■募集期間
　７月１０日（水）～８月１６日（金）
■会員区分
　普通会員　１世帯あたり 　 ６００円
　特別会員　１世帯あたり １，０００円
　賛助会員　１世帯あたり ２，０００円以上
　施設会員　１施設あたり ５，０００円
■募集方法
　会費のとりまとめは、自治会役員にお願い
　しています。

〜あなたの会費が活動源〜

社協会員会費募集にご協力ください社協会員会費募集にご協力ください

～絵てがみ教室～

　　　　７月２７日（土）
　　　　午前１０時～１２時
　　　　町健康福祉センター「遊楽々館」
　　　　星井田　亨さん
　　　　20 名
　　　　１人 1００円

期　日
時　間
会　場
講　師
定　員
参加費

“粋”な絵てがみ作りにチャレンジ！
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　こんにちは、ふっくんです。だんだん暑くなってきたけど、みんなは「熱
中症」って知ってる？「熱中症」っていうのは、体温の調節機能がうまく働
かず、体内に熱がこもり、体温が異常に上昇することなんだ。屋外だけでな
く屋内でも熱中症になることがあるから、暑いなぁと感じたら、声をかけ合っ
て、しっかりと水分補給をし
ようね。熱中症予防声掛けサ
ポーターのふっくんとぴーちゃ
んからのお願いだよ！
　最後に今 年もふっくんと
ぴーちゃんは、サマーフェスタ
in いわふねに参加する予定で
す。みんな来てね！！

6 月 15 日（土）「とちキャラーズ祭り」の様子。
みんなで、はいポーズ！

ふっくんの
おうち

平成25年 ４月～６月分

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

熱中症予防声かけプロジェクト熱中症予防声かけプロジェクト
①温度に気を配ろう！
②飲物を持ち歩こう！
③休息をとろう！
④栄養をとろう！
⑤声をかけ合おう！

ふ
っ
く
ん
と
ぴ
ー
ち
ゃ
ん
も

参
加
し
て
い
る
よ
!!

HPはこちら↓
http://www.hitosuzumi.jp/

チャレンジサマースクール
参加者大募集 !!

～ 2013、夏、レアな思い出ゲットだぜっ！～

　長い夏休み、友だちと遊んだり、家でのんびりすごすのもいいけれど、それだけじゃ
もったいない！思い切って、人とはちょっと違った体験をしてみませんか？

開催日：８月 6日（火）～ 8日（木）午前９時～午後３時
内　容：１日目「車いすで町探検！」（福祉について、車いす体験、炊き出し体験等）
　　　　２日目「ニュースポーツに挑戦！」（障害を持った方との交流、スポーツ大会等）
　　　　３日目「福祉かるたを作っちゃおう！」（かるた作り等）
対　象：町内在住の小学生４年生～６年生
参加費：無　　料
持ち物：筆記用具、エプロン、三角巾、体育館シューズ（２日目）
備　考：動きやすい服装で参加してください。
定　員：１５名程度（定員になり次第締め切ります）
場　所：町健康福祉センター「遊楽々館」
　　　　こなら館　多目的ホール（２日目のみ）
申込み：７月３１日（水）まで
　　　　町社会福祉協議会　℡（５５）２４３８

発　行　岩舟町社会福祉協議会

こすもす　vol.94

〒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

• 匿名希望 様
• 三谷勝夫 様
• 川島七郎 様

4,579 円
29,833 円
10,000 円

～一般寄附金～

• 匿名希望 様 タオル  60 本
～物品寄附～

かき氷
パーティーも
あるよー！
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社会福祉法人

岩舟町社会福祉協議会 広報紙

ページ

いっぱい遊んだよ！
　　～親子ふれあいサロン～

いわふね社協マスコット ふっくん

ページ

熱戦を繰り広げました！
　　～グラウンドゴルフ大会～

ページ

だるまさんがころんだ！
　　～余暇活動支援事業～

COSMOSCOSMOS




