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●個人協力 その他 …………３，０００円
●静和地区 ………………６２３，０２０円

自治会 金額 自治会 金額
五十畑 12,920 学校前 17,100
中の島 8,360 赤　塚 30,400
鶴巻 42,560 岸　内 6,080
和泉日立 15,200 三ツ谷 17,100
和泉第一 50,000 鯉ヶ島 20,120
和泉第二 80,560 芝　宮 20,140
和泉第三 37,240 水　掛 19,000
古橋北 36,100 三八五 4,940
古橋南 12,160 曲新田 14,440
静和駅前第一 45,600 向 11,400
静和駅前第二 18,620 本　郷 11,780
静和駅前第三 20,140 上　サ 16,340
林中原 18,240 五斗内 8,740
赤羽根 16,340 新　区 11,400

●静和地区………８３６，４００円
自治会 金額 自治会 金額

五十畑 25,000 赤羽根 25,800
中の島 13,200 学校前 22,800
鶴巻 61,400 赤塚 47,800
和泉日立 15,000 岸内 9,600
和泉第一 18,000 三ツ谷 27,000
和泉第二 108,000 鯉ヶ島 30,400
和泉第三 63,000 水掛 30,000
古橋北 56,000 曲新田 22,800
古橋南 18,600 本郷 18,600
静和駅前第一 75,400 上サ 25,200
静和駅前第二 28,800 五斗内 13,200
静和駅前第三 34,000 新区 18,000
林中原 28,800

（平成２５年９月２５日現在）合計　２,７５３,８００円

●個人会員 …………４１，８００円
●施設会員 …………４０，０００円

施　設 金額 施　設 金額
ひのきの杜 5,000 医療法人聖生会 5,000
ひのきの杜共生 5,000 学校法人しずわでら学園 5,000
医療法人木水会 5,000 社会福祉法人すみれ会 5,000
特別養護老人ホーム清松園 5,000 医療法人星霜会 5,000

●小野寺地区………３４４，０００円
自治会 金額 自治会 金額

古江第一 22,620 上岡 8,740
古江第二 17,100 小名路 20,520
古江第三 10,260 にしね 36,480
新里宿 26,600 西耕地 10,640
新里北中妻 20,900 石橋 9,500
新里荒屋敷 34,860 上耕地 12,540
三谷東 16,720 中妻 15,200
三谷中 12,920 田代 19,760
三谷西 11,400 山中 5,700
下岡 18,240 羽田 13,300

●小野寺地区………４９８，８００円
自治会 金額 自治会 金額

古江第一 30,800 上岡 13,800
古江第二 27,000 小名路 32,400
古江第三 16,200 西耕地 16,800
新里宿 50,200 石橋 15,000
新里北中妻 37,400 上耕地 25,500
新里荒屋敷 56,400 中妻 24,000
三谷東 26,400 田代 29,300
三谷中 20,000 山中 9,000
三谷西 18,000 羽田 21,000
下岡 29,600

●岩舟地区……９２３，６２０円
自治会 金額 自治会 金額

鷲巣 22,800 御　門 24,320
山の腰西 18,240 羽抜本郷 53,580
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 46,360 下津原新田上 63,440
宿下東 44,080 下津原宿 19,760
宿下中 5,320 下津原新田下 30,780
宿下東六反 26,980 下津原法花 12,160
宿下西 12,540 下津原中央一 15,960
宿上東 20,140 下津原中央 6,460
宿上西 26,220 下津原原 9,120
茂呂本郷東 14,060 下津原手洗窪 6,480
茂呂本郷西 15,200 下津原上 24,320
茂呂新田 25,840 畳岡本明 23,560
茂呂東坪 36,100 畳岡宮前 28,880
茂呂八郎士 12,920 畳岡宿坪 61,180
栄町 52,440 中久保 61,940

●岩舟地区……１，３３６，８００円
自治会 金額 自治会 金額

鷲巣 40,400 御門 37,200
山の腰西 31,400 羽抜本郷 83,400
山の腰東 12,400 羽抜社口 13,200
馬宿東 134,600 下津原新田上 93,000
馬宿西 54,100 下津原宿 31,200
宿下中 10,200 下津原新田下 48,600
宿下東六反 34,600 下津原法花 19,200
宿下西 21,200 下津原中央一 25,200
宿上東 31,200 下津原中央 10,200
宿上西 41,400 下津原原 15,800
茂呂本郷東 22,600 下津原手洗窪 10,600
茂呂本郷西 24,000 下津原上 38,400
茂呂新田 39,000 畳岡本明 37,200
茂呂東坪 57,000 畳岡宮前 55,800
茂呂八郎士 20,400 畳岡宿坪 96,000
栄町 48,300 中久保 99,000

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２５年９月２５日現在）合計　１,８９３,６４０円

・普通会員　３８３６
・特別会員　　１９８

・賛助会員　３０
・施設会員　　８

社協会員および会費
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スロープがあると便利だよ。

視覚に障害のある川島さんの趣味は登山！
子どもたちも興味津々！

福祉かるた大会！真剣勝負っ！

～チャレンジサマースクールを実施しました～

「車いすで町探検！」8/6
火

「福祉かるたをつくっちゃおう！」8/8
木

「ニュースポーツに
　　　　　　挑戦！」

8/7
水

　午前中は車いすに乗りながら、町中央公民館を探検し
ました。
　車いすに乗ることで、普段使っている場所にも、日常
ではなかなか感じることのない“不便さ”があることを
気づきました。車いすに乗ったままでは入口の扉まで手
が届かず開けづらかったり、また階段を上ることも、車
いすに乗ったままではできませんでした。
　午後は、遊楽々館を探検。施設内に段差がないことの
便利さや、自動ドア、点字ブロック、入り口の広さなど
の違いを体験し、ここでも普段感じることのない“便利
さ”に気づきました。
　バリアフリー（障壁となるものを取り除き、生活をし
やすくすること）になっていることで、障害をもってい
る人だけでなく、“誰もが便利に生活できる”というこ
とに気づくことができました。

　２日間で学んだことをとおして、まずはふりかえり。
“みんなにとって、やさしい町ってどんな町”その中で“自
分にできることってなんだろう”ちょっと難しい課題に
もかかわらず、子どもたちからは「見た目で判断しない
でほしい」「手すりや点字ブロックが増えたらいい」と
いう話題が出ました。
　そして、自分たちでできることは、「困っている人が
いたら声をかける」「自分（子ども）で難しいことであ
れば、大人を呼んで手伝ってもらう」といった素晴らし
い意見が出されました。

　最後は、３日間をふりかえっての『福祉かるたづくり』
に挑戦！絵札と読み札の 46 音のすべてを子どもたちが
作りました！

　町身体障害者福祉会の皆さんと一緒にニュースポーツ
に挑戦しました！
　みんなで“コントロールアタック”“アキュラシー”
の２種目に挑戦。目が見えない人はどうやったら点数が
とれるかな？得点シートの近くで音をならしたり、狙う
方向を説明したりと、子どもたちなりに工夫していま
した。
　お昼の交流会では、障害をもった方から、今は便利な
グッズがたくさんあるから、不便なことはほとんどない
けど、困っている時は助けてね。というお話を聞きまし
た。また子どもたちからは「どうして片手がないの？」
といった率直な質問等も飛び出しました。
　子どもたちからは、「見た目で判断しちゃだめ」「身体
が不自由でもいろんなことができる」という大切な気づ
きにつながり、貴重な体験ができた１日でした。
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先生とハイタッチ♪ 上手にボールつくれたね☆

ホームページをご覧ください

岩舟町社会福祉協議会

【理事会】　平成 25 年 8 月 5 日（月）　　
○評議員の選任について
→川原井正敏氏（商工会）を選任することに同意い

たしました。
○社会福祉法人栃木市社会福祉協議会との合併に

伴う理事と評議員の推薦について
　理事２名、評議員５名を推薦することとなりました。
→理事 海老沼一利、中里幸雄　 評議員 佐山敏明、

山﨑シゲ子、新井順子、小林アヤ子、鈴木秋男
※すべて地域代表として推薦しております。

【評議員会】　平成 25 年 8 月 5 日（月）
○社会福祉法人栃木市社会福祉協議会との合併に

伴う理事と評議員の推薦について
　上記のとおり理事２名、評議員５名の推薦をして

いただくことを承認していただきました。

　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。

●社協の合併について●
　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」を設置しております。現在、合併協
定項目１６項目すべてについて協議が終了し、調整されたことから、７月
２９日（月）栃木保健福祉センターにて、合併契約書の調印式を行いました。
　今後は、より細かな事務等の調整を行う予定です。 栃木市・岩舟町社会福祉協議会

合併契約書調印式の様子

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１８日（木）は、リトミック！音楽に合わせて、
ママのおひざの上でいっ
ぱいあそんだよ♪
　ボール遊びやトンネル
くぐりも楽しかった !
　おやつは、鮭ごはん☆
　おかわりしたくなるほ
どおいしかった～！

親子ふれあいサロン

　９月１２日（木）は、町の保育士さんによる親子あそび！
　踊ったり、新聞紙
でいろんなあそびを
して楽しかったね♪
　おやつはお赤飯☆
　おいしくてみんな
のこさず食べちゃっ
たね！

みんなで遊ぼう♪
親子ふれあいサロン

＊リトミック＊ ＊親子あそび＊

年間の予定

開催日 内　容 場　所

10 月 10 日（木） 運動会 こなら館

11 月 21 日（木） 自由あそび 遊楽々館

12 月 19 日（木） クリスマス会 遊楽々館

1 月 9 日（木） リトミック 遊楽々館

2 月 25 日（火） 人形劇 遊楽々館

3 月 20 日（木） お別れ会 遊楽々館
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～フラワーアレンジ教室～

～絵てがみ教室～

～天体観測教室～

～陶芸教室～

～型染め教室～

～押し花教室～

・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～

※被災地で活動をされる方は天災タイプにご加入ください！

・きれいに作れてよかった。時間が短く思えた。（子）
・とても楽しかったし、ためになった。（子）

・毎年子どもが楽しみにしています。（保護者）
・お皿を作っていい夏休みになった。（子）

・花を飾る楽しさが味わえました。（保護者）
・花の色と種類が豊富でとてもきれいでした。（子）
・お花とふれあって、きれいに飾れてよかった。（子）

・雲が出てしまって残念でしたが、手作りの紙芝居
　を見ることができてよかったです。（保護者）
・作った望遠鏡で月をもっとよく見たいです。（子）
・望遠鏡の歴史や仕組みがわかった。（子）

・絵を書いて楽しかった。（子）
・子どもと一緒に作ることができてよかった。（保護者）

・思っていたよりすばらしい作品に仕上がりびっくりしました。（子）
・普段やる機会のないことだったので、楽しかったです。（保護者）

「いわふねチャレンジ工房」開催夏休み
親子ふれあい

教室
　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。
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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

それぞれの体力に合ったレクリエーション
方法で楽しく体を動かしましょう！！

☆投票すると
　ふっくんぴーちゃんの
　壁紙がもらえるよ☆

と　き：１０月２０日（日）午前９時～午後２時
場　所：町健康福祉センター「遊楽々館」
内　容：ふあふあ・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

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
！　

あ
そ
び
に
来
て
ね
！

と
ち
ま
る
く
ん
も

　
　
　
　
　
　

来
る
よ
！

　介護にならないように、地域ではつらつとした生活を送って
いただけるようにサポートする、“ はつらつサポーター ” の養
成講座が終了しました。
　「誰でも」「無理せず」「楽しく」を基本に、レクリエーショ
ンを交えた運動指導を学びました。
　今後は、町内各地域で行われて
いるはつらつセンターなどで活動す
る予定です。
依頼問合せ：岩舟町役場健康福祉課
電話：５５－７７５９

地域で元気はつらつ！

お見事！
クジャクさん

　今回はお出かけ！ということで、７月１３日（土）、桐
生が岡動物園に行ってきました。
　心配だった天気も当日は見事に晴れて、動物さんたち
もダウン気味…。と、思いきや、ペンギンさんが素晴ら
しい泳ぎを披露してくれたり、クジャクさんもきれいな
羽根を広げてお出迎えしてくれました！
　暑くてもサービス精神旺盛な動物たちに感謝です。で
も帰りに食べたアイスクリームがおいしかったなー（笑）。
素敵な思い出がまた１つ増えました。

☆ＧＯ！動物園！！☆
～余暇活動支援事業を実施しました～

ぜ
ひ
呼
ん
で

　
　

下
さ
い
！

～はつらつサポーター をご利用ください～

ゾウには会えなかったぞう！
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ひとりで悩んでいませんか？

　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 8 日（火）AM9：30 ～ 11：30　遊楽々館
11 月 8 日（金）AM9：30 ～ 11：30　遊楽々館
12 月 9 日（月）AM9：30 ～ 11：30　遊楽々館
 1 月 8 日（水）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（金）・28 日（月） PM 1：30 ～ 4：30
11 月 18 日（月）・28 日（木） PM 1：30 ～ 4：30
12 月 18 日（水） PM 1：30 ～ 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。

１．申請方法　町社協事務所窓口にある申請書
（ホームページでもダウンロード
できます）に住民票（世帯）の写
しと必要物品の見積り書を添付し
て、提出してください。民生委員
児童委員の調査と本会審査の後、
所定の金額を振り込みます。

２．金　　額　児童１人につき１万円以内

３．対　　象　町内在住で入学時の必要物品の購
入に困っている平成 26 年４月に
小・中学校へ入学する児童の属す
る単親世帯

４．締　　切　平成 26 年３月 14 日
受付・問合せ　町社会福祉協議会
　　　　　　　住所：三谷 1038－1（遊楽々館内）
　　　　　　　電話：５５－２４３８

平成 26年４月に町内の小中学校へ入学する児童のいる単親世帯に対して、入学時
に必要なランドセルや体操着等の必要物品を購入する際の助成をいたします。

　町社会福祉協議会では、町民の皆さまの緊急時
の対応を支援する緊急医療情報カプセル配付事業を
実施することになりました。
　これは、医療情報や緊急連絡先
を書いた紙をカプセルに入れて冷蔵
庫へ保管することで、緊急時でも医
療機関やご家族にすぐに連絡をとる
ことができるというものです。

対　象 ①６５歳以上の独り暮らしの方
②高齢者のみの世帯の方
③精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・

身体障害者手帳のいずれかをお持ちの方
④その他健康に不安があり希望する方

料　金　無料
申込み・問合せ　町社会福祉協議会
　　　　　　　　電話：５５－２４３８

いざ！ という時のために、“命”をつなぐ
カプセルをご利用ください
～緊急医療情報カプセル配付事業を12月からはじめます～

ひとり親家庭を支援いたします
～赤い羽根共同募金配分事業～

医療
情報や緊急連絡
先を書いた紙を
カプセルに入れて
冷蔵庫へ保管し
ます！
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サマーフェスタ in いわふね！またきてね！

発　行　岩舟町社会福祉協議会

こすもす　vol.95

〒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！最近は風が涼しくて気持ちいいね。ようや
く秋の足音が近づいてきたかな？今年の夏の思い出と言えば、ふっくんと
一緒に「サマーフェスタ in いわ
ふね」に参加したことです！た
くさんのおともだちに会えて、
大きな花火も見られて、とって
も楽しかったっぴ～。
　募金への協力もありがとうご
ざいましたっぴ！この後は、福
祉まつりにも参加します。また
みんなに会いたいな～！

平成25年
7月～9月分

～一般寄附金～
・むらさきＪＡＰＡＮ　代表 石塚 利雄 様 24,027 円
・匿名希望 様 100,000 円
・匿名希望 様 3000 円
・匿名希望 様 980 円

～島根県大雨災害義援金～

～山口県大雨災害義援金～

・サマーフェスタいわふね募金箱 ３，６４０円

・サマーフェスタいわふね募金箱 ３，６４０円

～東日本大震災義援金（４月分）～
・オーエムラボテック株式会社 様 ４０，０００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

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2日（水）～１１月１5日（金）
　目安額：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



─ 9 ─

☆投票すると
　ふっくんぴーちゃんの
　壁紙がもらえるよ☆

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25年10月2日号

社会福祉法人

岩舟町社会福祉協議会 広報紙

ページ

“しあわせはふくしがよびこむたからもの”
～チャレンジサマースクールを
　　　　　　　　実施しました～

COSMOSCOSMOS


