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たくさんのご協力ありがとうございました！

ぴーちゃんもお手伝いしたよ！

（平成２６年 1 月３１日現在）

《戸別募金》

合計　４，１９３，１９４円

戸別募金 ………………
法人・事業所募金 ……
職域募金 ……………………
学校募金 ……………………
イベント募金 ………………
街頭募金 ……………………
個人募金 ………………………
自動販売機寄付金 …………
その他の募金 …………………

2,844,706円
1,101,085円

96,026円
55,603円
30,925円
31,992円
7,996円

23,577円
1,284円

内訳

●静和地区………９１７，６００円
自治会 金額 自治会 金額

五十畑 20,400 学校前 24,400 
中の島 13,200 赤塚 46,200 
鶴巻 67,200 岸内 9,600 
和泉日立 22,800 三ツ谷 27,000 
和泉第一 36,000 鯉ヶ島 30,000 
和泉第二 114,000 芝宮 31,800 
和泉第三 59,400 水掛 30,000 
古橋北 58,200 曲新田 22,800 
古橋南 18,600 向 18,000 
静和駅前第一 75,000 本郷 19,000 
静和駅前第二 30,000 上サ 25,200 
静和駅前第三 32,400 五斗内 13,800 
林中原 28,800 新区 18,000 
赤羽根 25,800 

●小野寺地区………５３３，００１円
自治会 金額 自治会 金額

古江第一 28,201 上岡 13,800 
古江第二 27,000 小名路 32,400 
古江第三 16,200 にしね 57,600 
新里宿 41,400 西耕地 16,800 
新里北中妻 33,000 石橋 15,000 
新里荒屋敷 53,000 上耕地 20,400 
三谷東 26,400 中妻 24,000 
三谷中 20,400 田代 30,600 
三谷西 18,000 山中 9,000 
下岡 28,800 羽田 21,000 

●岩舟地区……１，３９４，１０５円
自治会 金額 自治会 金額 自治会 金額 自治会 金額

鷲巣 38,200 宿上東 30,000 羽抜本郷 85,200 下津原原 14,400 
山の腰西 29,400 宿上西 43,200 羽抜新田 28,400 下津原手洗窪 8,300 
山の腰東 12,000 茂呂本郷東 22,200 羽抜社口 6,000 下津原上 38,400 
馬宿東 130,200 茂呂本郷西 24,000 下津原新田上 93,600 畳岡本明 37,200 
馬宿西 36,300 茂呂新田 19,800 下津原宿 31,200 畳岡宮前 36,000 
宿下東 69,600 茂呂東坪 57,000 下津原新田下 48,000 畳岡宿坪 97,200 
宿下中 8,400 茂呂八郎士 20,400 下津原法花 19,200 中久保 100,200 
宿下東六反 33,105 栄町 82,800 下津原中央一 25,200 
宿下西 19,800 御門 39,000 下津原中央 10,200 

平成 25 年度 赤い羽根共同募金 実績報告
ご協力ありがとうございました

①栃木県全域の福祉のために　  882,000円
②岩舟町の地域福祉のために 3,311,194円

平成26年度配分予定額

　１１月２日（土）・３日（日）町文化祭の会場
で街頭募金を実施しました。
　ボランティアグループの皆さんとサマースクー
ルに参加してくれた小学生に協力してもらいまし
た！ 子どもたちは、初めての募金活動に緊張し
ながらも「やってみたら、楽しかった！」と
“ 課外授業 ” でも成長した姿を見せてくれました。

～  in 町文化祭  ～
街頭募金を行いました
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●合併後の社会福祉協議会事業について●
　現在、栃木市と岩舟町の社会福祉協議会は、４月７日の合併に向けて細かな事務打合せを行っております。
これまで実施してきた事業については、おおむね２６年度事業として引き継ぎますが、合併後、栃木市内各地域
でのサービス状況を考慮して、事業の統廃合を行う予定です。

【理事会】　平成 25 年 12 月 26 日（木）　　
○岩舟町社会福祉協議会評議員の選任について
　→坂本邦雄氏（町議会議員）、針谷育造氏（町議

　会議員）、栃木　孝氏（町議会議員）を評議員
　に選任することに同意いたしました。

○平成 25 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

○平成 25 年度栃木県共同募金会岩舟町分会事務
費会計収支補正予算（第 1 号）について

【評議員会】　平成 25 年 12月 26日（木）
○岩舟町社会福祉協議会役員の選任について
　→斉藤栄吉氏（町議会議員）を理事に選任する
　ことに同意いたしました。
○平成 25 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
○平成 25 年度栃木県共同募金会岩舟町分会事務
費会計収支補正予算（第 1号）について

■高齢者福祉事業
　①生きがい活動支援通所事業
　②外出支援サービス事業
　③歳末寝具洗濯消毒乾燥事業　
　④老人クラブ連合会への活動支援
　⑤理容サービス事業
　⑥家族介護者教室　　　
　⑦傾聴ボランティア派遣事業
　⑧日常生活自立支援事業
　　（あすてらす事業）
■児童・青少年福祉事業
　①親子ふれあいサロン
　②親子ふれあい教室
　③チャレンジサマースクール
　④歳末寝具洗濯消毒乾燥事業
　⑤学童生徒のボランティア活動
　　普及事業
■障害児・者福祉事業
　①外出支援サービス事業
　②理容サービス事業
　③視覚障害者への声の広報サービス事業
　④車いす無料貸出事業
　⑤心身障害児・者日帰り研修事業
　⑥余暇活動支援事業
　⑦日常生活自立支援事業
　　（あすてらす事業）
■ボランティア活動の促進事業
　①ボランティアの相談斡旋、
　　活動の調整

※事業によって、利用条件等が変更となる場合がございますので、ご不明な点がありましたら、
　町社協までお問い合わせください。　℡５５－２４３８

　②機材の整備・貸出
　③ボランティア保険手続き及び
　　活動費助成
　④ボランティア育成・
　　入門講座の開催
■啓発・広報事業
　①健康福祉・環境まつりの開催
　②マスコットキャラクター事業
　③地域住民のネットワーク作り
■相談事業
　①生活に関する貸付やご相談
　　（社会福祉金庫貸付事業・生活福祉資金貸付事業）
　②心配ごと相談事業

【継続予定事業】

　①弁当宅配サービス事業
　　→  栃木市からサービスが提供されます。
　②寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
　　→  歳末寝具洗濯消毒乾燥事業をご利用ください。
　③ひとり親家庭就学支援事業
　　→  栃木市の就学援助制度をご利用ください。
　④罹災者支援事業（災害見舞金交付）
　　→  火災見舞金が栃木市から交付されます。
　⑤緊急医療情報カプセル配付事業
　　→  栃木市からサービスが提供されます。
　⑥無料弁護士相談
　　→  栃木市が実施する予定です。
　⑦広報紙・ホームページによる情報発信事業
　　→  栃木市社会福祉協議会の広報紙とホームページ　
　　  　に統合となります。

【廃止・変更予定の事業】

　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。

チャレンジサマースクール

マスコットキャラクター事業

家族介護者教室

災害ボランティア養成講座

余暇活動支援事業
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ふたりで仲良く♪
民生委員さんにも協力してもらいながら、
スパゲティをゆでます！

　１０月２０日（日）、町健康福祉センター「遊
楽々館」にて “ 地域の支え合い・人と地域を
つなぐ絆・誰もが住みやすい環境と地域社会
づくり ” をテーマに第２６回健康福祉・環境ま
つりを開催しました。
　ご来場いただきました皆さんと参加者の皆
さんの協力により、地域の交流とふれあいの
場となりました。

～岩舟町閉町記念・ねんりんピック栃木協賛事業～
第２６回健康福祉・環境まつり開催

“一人ひとりの支え合い、助け合いの心をつなぐまち  いわふね”を目指して！

「傾聴」・・・ってなに？話を聴くときのポイン
トを寸劇でわかりやすく説明しました！

ガールスカウト栃木第３７団（岩舟）・３８団（大平）
の皆さんも募金活動に協力していただきました！

鍼灸師会両毛支部の皆さんにマッ
サージ体験の協力をしていただき
ました。

応援に駆けつけてくれたとちまるくんと一緒に会場を盛り上げます！

　１０月５日（土）は “ 正しい火の使い方 ” をテーマに
クッキング！
　今回のメインはスパゲティミートソース。そしてサラ
ダ、コンソメスープとデザートにはフルーツヨーグルト
も作り、楽しいランチタイムになりました。

　１月１８日（土）は「新年会」ということで、カラオ
ケに行きました。今回はパーティールームでにぎやか
に実施。乾杯の後は、ズンドコ節に始まり、皆さん
の十八番を披露していただきました！

平成２５年度

余暇活動支援事業
クッキング＆カラオケde

気分をリフレッシュ！

始まる前には、みんなでラジオ体操！
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大好きなお菓子をゲット☆ 初めてのゴルフ！うまくできるかな♪ サンタさん！プレゼントありがとう！

みんなであそぼう♪
親子ふれあいサロン

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。

親子ふれあいサロン
2月以降の予定

開催日 内　容 場　所

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

　１０月１０日（木）は、こなら館
で大運動会！
　ゴールのお菓子を目指してよーい
ドン！ 玉入れしたり、フラフープ
したり、すっごく楽しかったね♪
　最後はみんなでアンパンマンのお
面をかぶって、アンパンマン体操☆

　１２月１９日（木）は、クリスマス会！
　森田信子先生を迎えて、パネルシア
ターを楽しみました！
　サンタさんも来てくれて、素敵なプ
レゼントをもらったね♪
　おやつはかわいいアンパンマンケーキ☆
かわい過ぎて食べられないよ～！笑

　１１月２１日（木）は、自由あそび！
　お外でお絵かきや絵本、ボー
ルあそび、そしてゴルフもしちゃっ
たね♪
　いっぱい遊んだ後は、お
やつのおにぎり☆とっても
おいしかったね！

　町老人クラブ連合会のスポーツ大会は、10 月 4 日
（金）に町総合運動場で行われました。雲の多い天候
でしたが、各クラブの選手たちは、各競技で熱戦を
繰り広げ、にぎやかで楽しい一日になりました。

団体の部

優　勝
準優勝
第３位

優　勝
準優勝
第３位

優　勝
準優勝
第３位

優　勝
準優勝
第３位

優　勝
準優勝
第３位

優　勝
準優勝
第３位

ことぶき会
畳岡松寿会
宿下長生会

和泉ときわ会B
西寿会
宿下長生会

親和会
和泉ときわ会A
畳岡松寿会

西川　　保（畳岡松寿会）
真田　　実（静寿会Ｂ）
大島　　務（ことぶき会）

尾林　憲一（ときわ会B）
野尻　正夫（西寿会）
針谷　一吉（御門みどり会）

中村　昭三（古橋茶の実会）
須黒　忠事（下津原あやめ会）
関口　豊司（和しの会）

個人の部◎
ホ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン
の
部

◎
ア
キ
ュ
ラ
シ
ー
の
部

◎
輪
投
げ
の
部

熱戦！烈戦！超激戦！
高得点ＧＥＴ!
後半も全力全開!!

　シルバーパワーここに結集！！
～町老人クラブ連合会スポーツ大会～

＊運動会＊ ＊自由あそび＊ ＊クリスマス会＊
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『忘れても　心は生きてる　認知症』 「着
ちゃっ

患
かん

脱
だっ

健
けん

」がキーワード！

１日目：９月２７日（金）は『認知症の方のお話と
支える家族の思い』のテーマのもと、公益財団法
人「認知症の人と家族の会」の金澤林

しげ

子
こ

さんを
講師に招き、認知症について家族という立場から
お話をいただきました。
　先生のアツい思いに涙を流される受講者もいま
した。また、「同じ思いをしている方がいると知り、
心強く感じた。」「認知症に対して地域の理解が深
まることを祈っています。」といった感想も出され、
有意義な時間となりました。

２日目：１１月２４日（日）は特別養護老人ホーム
清松園を会場に「安全で快適な入浴介助と更衣
介助」を学びました。
　清松園の職員さんの指導のもと、介助する側と、
介助される側のどちらにも負担のかかりにくい介
助法や「着

ちゃっ

患
かん

脱
だっ

健
けん

」といった介護をする上でのポ
イントを説明していただきました。当日は岩舟中
学校の生徒さんもボランティアとして参加してくれ
ました。

わかった！ 気づいた！ あなたの気持ち

～家族介護者教室を実施しました～
平成
25年度

※ 着
ちゃっ

患
かん

脱
だっ

健
けん

とは、着る時は患
かん

側
がわ

（動かない側）から、
そして脱ぐときは健

けん

側
がわ

（動く方）から行うという意味。

クリスマス会楽しかった～！

かわいく作れました。

ふれあい館
　１０月１１日（金）日ごろ、お弁当を作って下さって
いる“ すみれ会 ” の皆さんとの交流会が行われました。
　栄養と愛情たっぷりのお弁当をいただき、皆さんにっ
こり。手作りのマフラーもプレゼントしていただき、さ
らににっこり♪ すみれ会の皆さんもおいしく食べてもら
えているのを知ることができて、またまたにっこり。ほっ
こりあたたかいひとときとなりました。
　１２月２７日（金）は、毎年恒例、小野寺北学童さん
との合同クリスマス会がひらかれました。紙芝居やマ
ジックショー、トークショー、プレゼント交換等を行い
楽しい時間をすごしました。
　また、毎月１回、折り紙ボランティア “ つるの会 ” の
皆さんに訪問していただき、季節に合わせた折り紙を
教えていただいています。できあがった作品はふれあ
い館の一角に飾られ、素敵な作品展となっています。

生きいき！ ～小野寺ふれあい館を紹介します！～

見事な
「あやめ」と「かぶと」
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日　時：①３月　４日（火）午後１時～午後４時
　　　　②３月１１日（火）午後１時～午後４時
内　容：①「わかりますか？あなたの地域の危険なところ。」
　　　　②「予想外てんこ盛り！災害時の避難所運営。」
講　師：認定 NPO 法人とちぎボランティアネットワーク
定　員：４０名程度　※定員になり次第締切
会　場：岩舟町健康福祉センター「遊楽々館」
対　象：町内にお住まいの方
準　備：筆記用具
参加費：無　料
主　催：岩舟町社会福祉協議会、日本赤十字社栃木県支部岩舟町分区

※平成２６年４月１日からの補償
を受ける場合は、更新手続きが必要
ですのでご注意ください。

　災害は、いつどこで発生するかわからず、誰もが被災する可能性があります。
日ごろからの備えを十分しておきましょう！

災害ボランティア養成講座を開催します “ 大切なまち、
　　ひとを守るには ”

申込み・問合せ先：
岩舟町社会福祉協議会
　　電　話 ５５－２４３８
　　ＦＡＸ ５５－５５９０

・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

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！

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。
13 月 10 日（月）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。
2 月 18 日（火）・28 日（金）PM1：30 ～ 4：30
3 月 18 日（火）・28 日（金）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、心配ごと相談所へご相談ください。
　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。

岩
舟
町
社
会
福
祉
協
議
会
ま
で

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

もしものときの
　「ボランティア活動保険」
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栃木県下都賀郡岩舟町三谷1038-1
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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
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─平成２5 年
　　１０月～１２月─

９月８日（日）「渡良瀬遊水地フェ
スティバル～渡良瀬遊水地～」
とちキャラーズビンゴをみんなで楽
しみました！

１０月２７日（日）「芳賀町収穫祭～道
の駅はが～」「開運☆おやまくま」さん
と一緒にハイポーズ！

１１月３日（日）「花センターメープル
フェスタ～とちぎ花センター～」ぴー
ちゃんがおしり相撲で「とちまるくん」
と「とちはなちゃん」と決勝戦！

～地域みんなで、仲良く福祉のまちづくり～
　こんにちは、ふっくんです。今年もよろしくお願いします。
　２０１３年は、たくさんのイベントに参加することができて、とても楽しかったです。
特にゆるキャラグランプリ２０１３は、「さのまる」さんが１位だったので同じとちキャラーズ
として、とてもうれしかったな。ぼくもいろいろな場所で、大勢の人に応援してもらったので、
とてもうれしかったよ。おかげさまで、１，５７９体中５１８位（２，４９１票）になれました。
がんばったおかげで、生まれて初めてファンレターをいただきました。ありがとう！！
　さて、２０１４年の４月７日に、岩舟町社会福祉協議会は、栃木市社会福祉協議会
と合併するので、今回が最後の広報紙となります。でも、ぼくとぴーちゃんは変わらず、
地域でみんなが仲良くなれるようにイベントに参加していきますので、これからも仲良く
してね。

ふく ･ぴー
ひろば

ふっくん・ぴーちゃん の ２０１３！ そしてこれからも

９月１７日～１１月８日「ゆる
キャラグランプリ２０１３」に
参加！みんなは、オリジナル壁
紙ゲットしたかな？？

６月１５日（土）「栃木県民の日とちキャ
ラーズまつり」みんなで記念写真！

８月１０日（土）「サマーフェスタ
in いわふね」島根県・山口県大雨災
害義援金を呼びかけたんだよね！

東日本大震災義援金

一般寄附金

物品寄附

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

民話美寿々会「いわふね」 様 53,560 円、NPO 法人岩船山クリフステージ 様 17,104 円、町老人クラブ連合会 様 5,000 円、家庭教育
学級 様 4,320 円、母子保健推進員 様 5,000 円、斧澤屋 様 5,000 円、けんこう普及員の会 様 1,640 円、岩舟すまい支援グループ 様 
23,584 円、岩舟ライオンズクラブ 様 2,800 円、両毛ヤクルト販売（株） 様 40,000 円、鍼灸師会両毛支部 様 4,580 円、社会福祉法人
すぎのこ会 すぎのこ 様 2,000 円、劇団むらさき JAPAN 様 4,584 円、IT ボランティアいわふネット 様 10,000 円、社会福祉法人
裕母和会 様 19,250円、町心身障害児・者父母の会 様 3,000円、町商工会女性部 様 20,000円、町民生委員児童委員協議会 様 19,378円、
岩舟町カラオケふれあい会 様 13,066円、岩舟98名共有山林組合 様 100,000円、JAしもつけ岩舟地区営農経済センター 様 10,527円、
匿名希望 様 6 名 合計 87,077 円、町交通安全協会女性部 様 15,000 円、遊楽々館チャリティーバザー 様 5,240 円、佐野信用金庫
岩舟支店 様 2,408 円、坂本邦雄 様 3,000 円

五家英子 様 車いす 1 台、匿名希望 様 紅白タオル 5 組、折り紙（犬、サンタクロース、トナカイ、風船）

「あのね…」の会 様 1,479 円
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