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　１０月２３日（日）、町健康福祉センター「遊楽々館」にて “ 地
域でつくる健康福祉と環境 ” をテーマに第２４回健康福祉・環境
まつりを開催しました。
　オープニングセレモニーでは、健康づくりポスターの表彰があ
りました。
　その後、野外ステージでは○×クイズや町内保育所・幼稚園の
子どもたちによるお遊戯、盲導犬デモンストレーションが行われ、
館内ではメタボ予防やお口の健康相談、介護相談、救急蘇生法
講習会などが行われました。
　社協コーナーでは、ふあふあ、赤い羽根バルーン、都道府県缶バッジ配布などを行いました。
また今回はじめての試みとして赤い羽根 “ やさしい気持ちをつなげよう” キャラバンを行いました。このコー
ナーでは、赤い羽根をパネルにはり、みんなで大きな赤い羽根を作ろうというコーナーです。多くの方にご
協力をいただき、大きな赤い羽根をつくることができました！
　ご来場いただきましたみなさまと、ご参加のみなさまの協力で、地域の交流とふれあいの場となりました。

　１１月１２日（土）宇都宮市とちぎ健康の森で開催された、『とちぎ福祉機器展』の見学に行ってきました！
　バスの中では、地域包括支援センター根岸保健師による、認知症等に関するお話があり、クイズをと
おして、楽しみながら認知症への理解を深めました。
　会場に着くと、様 な々福祉機器を見て、実際に触れ、体験をして…最新の技術に圧倒されるばかりで
した。参加された方からは「目からウロコでした。」「もっと多くの方にぜひ参加してもらいたい！」という
意見があがり、福祉や介護に対して視野が広がったようでした。

～第２４回健康福祉・環境まつり開催～
“地域のこころをひとつに”

見て！触れて！体験して！

～平成２３年度第１回 家族介護者教室を実施しました！～

これって老化？認知症？ 真剣に耳を傾け説明に聞き入ります。

大人気のふっくん！ ぴーちゃんも大忙し！

すごいね盲導犬！
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どれにしようかな？ くるくる回るよ パネルシアターにくぎ付け！

ひとりで悩んでいませんか？

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。

　１０月２０日（木）は、こなら館
で運動会！たくさんのおともだちが
来てくれました。手づくりのお面と
マントで元気 100 倍！『動く』玉入
れのカゴを元気に追いかけたり、
いろんな種目にチャレンジ！

　１２月１５日（木）はクリスマス会
♪パネルシアターを見ながら一緒に
手を叩いたり踊ったり、光るパネル
にもびっくり！ふわふわの蒸しパン
ケーキと、サンタさんからのプレゼ
ントも気に入ってもらえたかな？

親子ふれあいサロン

　１１月１７日（木）は、お外に出て
遊楽々館の広い芝生へ。くるくる回る
かざぐるまが楽しくて、いっぱい走りま
した。おやつのお赤飯ができるまで、
朗読ボランティア「あきの会」さんに
大きな絵本を読んでもらいました。

　町の民生委員・人権擁護委員が相談を行います。
2 月 20 日（月）・28 日（火）PM1：30 ～ 4：30
3 月 19 日（月）・28 日（水）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様 な々困りごとに対して相談を行っています。プライバシーは堅
くお守りしますので、お気軽にお越しください。

　栃木県弁護士会から派遣された弁護士が相談を
受けます。
2 月 8 日（水）AM9：30 ～ 11：30　遊楽々館
3 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）

みんなで遊ぼう♪
親子ふれあいサロン

＊運動会＊ ＊お外であそぼう＊ ＊クリスマス会＊

2,3月の予定

開催日 内　容 場　所

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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～社協職員派遣報告
　岩舟町社会福祉協議会　小島宏陽～

あたたかいパーティー

夏の草花 秋の実り

　11 月19 日（土）の小野寺北小
学校での文化祭に、小野寺ふれ
あい館からも出展しました。
　夏に習った絵てがみを生かして
季節の色紙を描いたり、大きな
模造紙に折紙を並べ、可愛らし
い花の風景をつくりました。

　１１月２４日（木）から２９日（火）の６日間、福島県郡山市の「ビッ
グパレットふくしま」へ移転している富岡町社協の運営する富岡町
生活支援ボランティアセンター “ おだがいさまセンター ” の活動を支
援してきました。
　現在富岡町は、原発の影響で全町民が応急仮設住宅や避難し
ています。暮らしていた地域ごとに避難しているわけではないため、
これまでのご近所付き合いがなくなってしまったと嘆いておりまし
た。また避難先の地域の方も多くの方が避難してくるので不安があ
るとこぼしている方もいました。そこで様 な々行事をとおして、ふれ
あいの機会が設けられることは、とてもありがたいことですと話を
されていました。
　困った時は “ おだがい
さま（おたがいさま）だ
よ”と話していたことがと
ても印象に残り、細く長
く活動を続けていく必要
があると感じました。

　12 月 26 日（月）は北小学童さんとの合同クリスマス会
を開きました。なぞなぞサンタさんも登場し、楽しい朗読
や手品をみて、「笑タイム」で盛り上がりました。元気いっ
ぱいの学童
の 発 表 に、
プレゼントの
くじ 引き大
会と、 にぎ
やかなクリス
マスをすごし
ました。

　１２月１０日（土）ケーキづくりとビン
ゴ大会を行いました。
　カステラに生クリームやチョコをトッ
ピングして世界にひとつだけのオリジナ
ルケーキのできあがり！
　ビンゴ大会では、スペシャルゲストの
サンタさんが登場！ビンゴになった方か
らステキなプレゼントをもらい、大盛り
上がりのクリスマスになりました。

　小学生と、地域の老人会の方の交流
会が岩小１１月２１日（月）、静小１１月２
日（水）、南小１０月３日（月）、北小１０
月２１日（木）に行われました。
　北小では、スポーツ交流会で輪投げ
やアキュラシーで真剣勝負！ゲームの後
は、子どもたちからお礼の気持ちたっぷ
りのお茶のサービスがありました。
　静小では、子どもたちが育てたおいもで、
やきいも大会が開かれました。スポーツ
で楽しく交流した後は、お待ちかねのや
きいも！とってもおいしくいただきました。
　交流を楽しむだけでなく、思いやりや、

「ありがとう」という感謝の気持ちを学
びました。

小野寺ふれあい館から！
〜秋冬のたより〜

～世代を超えて、
　 仲良く交流！～

おいしいお茶でおもてなし。

ビンゴ大会１位！おめでとう！

～余暇活動支援事業～
クリスマス会

みんなで楽しくクリスマス♪“おだがいさま”のこころ

応急仮設住宅自治会発足記念イベントのようす。
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（平成２４年 1 月１１日現在）

《戸別募金》

《平成２３年度社協会員会費  追加分》

合計　４，１０３，２８１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 ………………
個人募金 ……………………
その他の募金 ………………

2,787,250円
1,086,100円

95,086円
85,287円
32,634円
3,000円

13,924円

①栃木県全域の福祉のために　  984,000円
②岩舟町の地域福祉のために　3,119,281円

内訳

●静和地区………８９８，１００円
自治会 金額 自治会 金額

五十畑 21,000 学校前 25,300 
中の島 13,800 赤塚 47,400 
鶴巻 67,200 岸内 9,600 
和泉日立 22,400 三ツ谷 27,000 
和泉第一 35,000 鯉ヶ島 28,800 
和泉第二 108,000 芝宮 31,800 
和泉第三 60,000 水掛 20,000 
古橋北 58,200 三八五 3,000 
古橋南 18,000 曲新田 22,800 
静和駅前第一 67,200 向 17,400 
静和駅前第二 29,400 本郷 19,000 
静和駅前第三 33,000 上サ 26,400 
林中原 29,400 五斗内 13,200 
赤羽根 25,800 新区 18,000 

自治会 金額
古橋南 18,000
西根南 27,600

●小野寺地区………５２６，７５０円
自治会 金額 自治会 金額

古江第一 27,400 西根南 27,600 
古江第二 27,600 森清 10,800 
古江第三 16,200 西根北 12,000 
新里宿 43,200 堀ノ内 0 
新里北中妻 34,200 西耕地 17,400 
新里荒屋敷 54,950 石橋 15,000 
三谷東 26,400 上耕地 19,800 
三谷中 19,800 中妻 24,000 
三谷西 18,000 田代 31,200 
下岡 25,000 山中 9,000 
上岡 12,600 羽田 21,600 
小名路 33,000 

●岩舟地区……１，３６２，４００円
自治会 金額 自治会 金額

鷲巣 39,600 御門 36,000 
山の腰西 29,400 羽抜本郷 84,000 
山の腰東 12,600 羽抜新田 8,000 
馬宿東 129,600 羽抜社口 0 
馬宿西 36,600 下津原新田上 94,900 
宿下東 75,000 下津原宿 31,200 
宿下中 8,400 下津原新田下 48,600 
宿下東六反 32,400 下津原法花 18,600 
宿下西 20,400 下津原中央一 25,800 
宿上東 31,200 下津原中央 10,800 
宿上西 42,600 下津原原 13,800 
茂呂本郷東 22,200 下津原手洗窪 9,700 
茂呂本郷西 23,400 下津原上 39,000 
茂呂新田 19,200 畳岡本明 37,200 
茂呂東坪 57,000 畳岡宮前 36,000 
茂呂八郎士 18,000 畳岡宿坪 96,000 
栄町 84,600 中久保 90,600 

平成 23 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

平成23年度配分予定額

　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。

（平成２４年１月１２日現在）

【理事会】　平成２３年１２月１６日（金）
○岩舟町社会福祉協議会評議員の選任について
 ・斉藤栄吉さん、富田清さん、斉藤録持さん、篠

崎雅一さんを選任することに同意いたしました。
○平成２３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

　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。

【評議員会】　平成２３年１２月２６日（月）
○岩舟町社会福祉協議会役員の選任について
 ・渡辺仁一さん、栃木孝さんを選任することに同意

いたしました。
○平成２３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

社協の動き
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　１２月３日（土）宇都宮市在住の音楽療法士、
高野由紀子様他２名の方を講師に招き、音楽会を
行いました。
　クリスマスソングを歌ったり、パネルシアターを見
たり、ハンドベルの演奏をして楽しみました。ひと
あし早いクリスマス。参加者からは笑顔がこぼれ、
軽やかなベルの音が会場に響きました。

　１１月１８日（金）町母子福祉会のメンバー
が壬生町母子福祉会との交流会を行いました。
　壬生の特産品である“ かんぴょう” を使っ
た料理３品を作りました。初めての料理で
もベテラン主婦の皆さまにかかればあっと
いう間！あたたかいふるさとの味に、やさし
い気持ちになりました。
　食後は、いわふねブランドのデザートを
楽しみ、壬生町の民話をきいて、有意義な
ひとと
きをす
ごしま
した。

　町老人クラブ連合会スポーツ大会は、１０月７日（金）
に総合運動公園競技場で行われました。風が強い中で
各クラブの選手たちは、
日頃の練習の成果を遺
憾なく発揮し、楽しい
一日を過ごしました。
　その結果は次のとお
りでした。

　１０月６日（木）すぎのこ会とのスポーツ交流
会をこなら館にて開催しました。
　各施設同士の混合チームを作り、輪投げ、ア
キュラシー、ピン当てゲーム、そして玉入れの４競
技を行い、手に汗にぎる熱戦を繰り広げました！

町身体障害者福祉会

スポーツ交流会町心身障害児者父母の会クリスマス会

母子福祉会交流会を
行いました！

みんなで力を発揮し、楽しく競技を行いました！

玉入れで力を合わせます！

♪♪ミュージック
 セラピーを体験♪♪

あふれだすシルバーパワー!
町老人クラブスポーツ大会

よし！みんなでがんばろう！

Merry Christmas!Merry Christmas!

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

畳岡松寿会
和泉ときわ会A
親和会

宿下長生会
ことぶき会
御門みどり会

和泉ときわ会B
宿下長生会
ことぶき会

大越徳右衛門（和泉ときわ会A）
川島　　康（ことぶき会）
熊倉　　清（畳岡松寿会）

小林　定夫（宿下長生会）
尾林　憲一（和泉ときわ会A）
熊倉　誠一（ことぶき会）

町田　康次（畳岡松寿会）
大島　　努（ことぶき会）
苗木ヱキ子（宿下長生会）

個人の部

みんなで歌っておどります♪

楽しみながら手際よく！

サラダ・ちらし寿司・かみなり汁

◎
ホ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン
の
部

◎
ア
キ
ュ
ラ
シ
ー
の
部

◎
輪
投
げ
の
部
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　各地の災害ボランティア
センター連絡先→ URL：
http://www.saigaivc.
com

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
活動を考えている方へ

　平成 24 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。

❶申請方法
　町社協事務所窓口にある申請書（HP 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本会に提出してくだ
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。

❷金　額
　児童１人につき１万円以内

❸対　象
　町内在住で入学時の必要物品の購入に困って
いる来春小学校・中学校へ入学する児童の属す
る単親世帯

▪受付・問合せ
町社会福祉協議会
三谷１０３８－１（遊楽々館内）
℡５５－２４３８

　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。そんなとき、私たちにできること
は何でしょうか。

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 ”

日　時：①３月１日（木）午前１０時～午後３時３０分
　　　　②３月６日（火）午前１０時～午後３時３０分
　　　　※両日とも昼食は炊出しを行います。
内　容：①「災害から命、財産我が家を守るには」
　　　　②「災害が高齢者に及ぼす影響や手当の基本、
　　　　　　心構えについて」
定　員：①３０名②２０名　※ともに定員になり次第締切
会　場：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：動きやすい服装、筆記用具
参加費：無　料

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

ひとり親家庭
就学支援事業

・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。
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両毛ヤクルト販売㈱ 様
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町交通安全協会女性部 様
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〒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、ふっくんです。ことしもよろしくお願
いします。
　昨年の１１月１８日（金）に全国社会福祉協議会
から「社会福祉協議会優良活動表彰」をいただき、
東京の日比谷公会堂で授賞式に参加してきました。
　これは、町社協で実施している「学童・生徒の
ボランティア活動普及事業」という福祉教育事業が
評価されての受賞となったものです。こうした事業を
続けることができるのも地域のみなさまのご理解とご
協力のおかげです。
　ことしもよりいっそう地域イベントに力を入れてい
こうと思いました。

─平成２３年１０月～平成２４年１月─

　町社協では毎週水曜日に高齢者へお弁当宅配サービス
を実施しています。その際、町内業者で作られたお弁当を
届けていただくボランティアです。お弁当を手渡しすること
で、利用者の安否確認にもなっています。

☆お弁当宅配ボランティア☆
～お弁当といっしょにまごころを運びませんか～

いつもボランティア活動にご協力をいただきありがとうございます。
「だれでも」「かんたん」にできることからチャレンジしてみましょう！

あなたも「ちょボラ（ちょっとのボランティア）」してみま
せんか。お気軽に、町社会福祉協議会内ボラ
ンティアセンターにご連絡ください。

いわふねボランティアセンター
ＴＥＬ ５５－２４３８

募集中!
ちょボラのわちょボラのわ

広がる♪つながる♪

■ボランティア活動日時
　毎週水曜日１１：００~１２：００
　（月１回からでも OK です！・地図も貸し出します）
■集合場所
　町内業者、社協事務所、こなら館、
　中央公民館のいずれか

メダルをいただきました！

ふっくんの
おうち

東日本大震災義援金

一般寄附金

物品寄附

両毛ヤクルト販売株式会社 様 30,000 円、ひまわり 様 2,000 円、山路様 2,000 円、
綾部 様 2,000 円、町母子保健推進員 様 5,000 円、岩舟ライオンズクラブ 様 
3,120 円、町母子福祉会 様 3,000 円、なごみの会 様 3,000 円、岩舟すまい支
援グループ 様 16,614 円、家庭教育学級 様 4,110 円、町商工会 様 2,380 円、
町老人クラブ連合会 様 5,000 円、栃木県鍼灸師会両毛支部 様 3,095 円、社会
福祉法人すぎのこ会 すぎのこ 様 1,600 円、町シルバー人材センター 様 12,417
円、斧澤屋 様 5,000 円、けやきの家 様 6,200 円、社会福祉法人裕母和会 様 
34,250 円、町心身障害児 ･ 者父母の会 様 3,000 円、山岸リツ 様 10,000 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 20,592 円、料理
教室一同 様 103 円、岩舟ロータリークラブ 様 15,000 円、進栄会 様 10,000 円、
町身体障害者福祉会 様 5,000 円、下野農業協同組合岩舟地区営農経済センター 様 
15,299円、町商工会商業部会 様 6,360円、町交通安全協会女性部 様 36,470円、
匿名希望 様 608 円、佐野信用金庫岩舟支店 様 1,642 円、三谷勝夫 様 20,000 円
　

深津洋子 様 おむつ、五家英子車椅子寄贈４００台記念チャリティ歌謡ショー 様 
車いす１台、匿名希望 様 布団、匿名希望 様 ８０円切手１７枚 １０円切手５枚
　

青木商店 様、NPO 法人岩船山クリフステージ 様、健康福祉課募金箱、匿名希望 様、
（株）ダイナム栃木岩舟支店 様、福祉まつり募金箱、ガールスカウト栃木第３７団（協
力：寺内歯科医院） 様、慈覚大師円仁 様、小林昭治 様

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
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ふれあいネットワーク

平成24年2月1日号

社会福祉法人

岩舟町社会福祉協議会 広報紙

ページ

“地域のこころをひとつに”“地域のこころをひとつに”
～健康福祉・環境まつり～

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

COSMOSCOSMOS




