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ぴーちゃんも応援にかけつけました！

（平成２５年 1 月９日現在）

《戸別募金》

合計　４，１８７，７４７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 ……………………
その他の募金 ………………

2,808,481円
1,132,757円

101,863円
79,838円
25,533円
25,297円
13,978円

①栃木県全域の福祉のために　  971,000円
②岩舟町の地域福祉のために　3,216,747円

内訳

●静和地区………９０３，１００円
自治会 金額 自治会 金額

五十畑 21,000 学校前 24,000 
中の島 13,800 赤塚 45,600 
鶴巻 67,200 岸内 9,600 
和泉日立 22,800 三ツ谷 27,000 
和泉第一 36,200 鯉ヶ島 29,900 
和泉第二 108,000 芝宮 31,800 
和泉第三 58,800 水掛 30,000 
古橋北 58,200 三八五 0 
古橋南 18,600 曲新田 22,800 
静和駅前第一 69,600 向 18,000 
静和駅前第二 30,000 本郷 18,600 
静和駅前第三 31,800 上サ 24,600 
林中原 29,400 五斗内 12,000 
赤羽根 25,800 新区 18,000 

●小野寺地区………５３３，３８０円
自治会 金額 自治会 金額

古江第一 28,880 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 43,200 西耕地 17,400 
新里北中妻 33,000 石橋 15,000 
新里荒屋敷 54,700 上耕地 20,400 
三谷東 26,400 中妻 22,800 
三谷中 19,800 田代 30,600 
三谷西 18,000 山中 9,000 
下岡 25,000 羽田 21,000 

●岩舟地区……１，３７２，００１円

自治会 金額 自治会 金額 自治会 金額 自治会 金額
鷲巣 37,301 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 8,000 下津原手洗窪 8,500 
山の腰東 12,600 茂呂本郷東 22,200 羽抜社口 6,000 下津原上 38,400 
馬宿東 130,800 茂呂本郷西 24,000 下津原新田上 96,300 畳岡本明 37,200 
馬宿西 36,900 茂呂新田 19,800 下津原宿 31,200 畳岡宮前 36,000 
宿下東 72,600 茂呂東坪 56,400 下津原新田下 48,000 畳岡宿坪 96,000 
宿下中 8,400 茂呂八郎士 20,400 下津原法花 18,600 中久保 94,800 
宿下東六反 34,800 栄町 82,800 下津原中央一 25,200 
宿下西 19,800 御門 36,000 下津原中央 10,800 

平成 24 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24年度配分予定額

　１０月２８日（日）、町文化祭の会場で街頭募
金を実施しました。当日は、ボランティアグルー
プ「音訳ボランティアつくし会」「音訳ボランティ
ア虹の会」「サロン・ド・ママレンジャー」「料
理ボランティア味

み
楽
ら

来
くる

」「朗読ボランティアあき
の会」「『あのね…』の会」「傾聴ボランティア

『ぴーちゃん』」の協力を得て、悪天候にもかか
わらず、多くの方からご協力をいただきました！
あたたかいご支援ありがとうございました。

～赤い羽根共同募金～

街頭募金を
実施しました！

今回
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●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、協議を行っております。これまで２回の
合併協議会を開催し、下記のとおりすべて可決承認されました。

【理事会】　平成 24 年 9 月 24 日（月）　　
○地域福祉力整備促進事業について
平成 24 年 12 月 25 日（火）
○評議員の選任について
→安塚和さんと大森憲子さんを選任しました。
○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
→戸澤忠夫理事と永島仁一理事を選任しました。
○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 2 号）について
○平成 24 年度栃木県共同募金会岩舟町分会寄附

金会計収支補正予算（第 1 号）について
○会長の利益相反行為事項及び双方代理事項の場

合における職務代理者の選任について
→佐山敏明理事を選任しました。

【評議員会】　平成 24 年 9月 27日（木）
○地域福祉力整備促進事業について
平成 24 年 12月 25日（火）
○役員の選任について
→髙久祐一さんと時﨑正男さんを理事に、山﨑シゲ
子さんを監事に選任しました。
○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
→戸澤忠夫理事と永島仁一理事を選任しました。
○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 2 号）について
○平成 24 年度栃木県共同募金会岩舟町分会寄附
金会計収支補正予算（第 1号）について
○会長の利益相反行為事項及び双方代理事項の場
合における職務代理者の選任について
→佐山敏明理事を選任しました。

【第 1回栃木市・岩舟町社会福祉協議会合併協議会】
平成 24 年 10 月 2 日（火）午前１０時から
岩舟町健康福祉センター遊楽々館

協議内容
○第 １ 号　合併協定項目について
→１７の項目について協議を行う。
○第 ２ 号　合併の方式について（協定項目１）
→栃木市社会福祉協議会に編入する編入合併。
○第 ３ 号　合併の期日について（協定項目２）
→平成２６年４月７日。
○第 ４ 号　合併後の社会福祉協議会の名称について

（協定項目３）
→合併後の市の名称を使用する。
○第 ５ 号　事務所の位置について（協定項目４）
→岩舟町大字三谷１０３８番地１を支所とする。

【第 2回栃木市・岩舟町社会福祉協議会合併協議会】
平成 24 年 12 月 7 日（金）午後２時から
岩舟町健康福祉センター遊楽々館

協議内容
○第 ６ 号　財産及び債務の取り扱いについて（協定項目５）

→岩舟町社会福祉協議会の財産及び債務を全て栃木
市社会福祉協議会へ引き継ぐ。
○第 ７ 号　役員等の定数、任期及び選出区分につい
て（協定項目７）
→理事定数：１５名内岩舟町社会福祉協議会２名
監事定数：２名とし、栃木市社会福祉協議会の監事を
もって充てる。
評議員定数：３３名内栃木市社会福祉協議会２８名、
岩舟町社会福祉協議会５名
○第 ８ 号　事務局機構、組織体制について（協定項目８）
→本所１か所、支所を５か所（大平、藤岡、都賀、西方、
岩舟）とし、岩舟支所に必要な係を置く。
○第 ９ 号　職員の身分について（協定項目９）
→栃木市社会福祉協議会の職員として引き継ぐ。
○第１０号　介護保険事業等について（協定項目１４）
→現在の栃木市社会福祉協議会の体制を基本として
継続実施。
○第１１号　公の施設の管理運営について（協定項目１６）
→指定管理者として指定されている施設については、
合併後も指定管理者として施設の管理運営を行う。そ
れ以外の施設については、合併後も使用できるよう行
政と調整を行う。

第３回栃木市・岩舟町社会福祉協議会合併協議会
平成２５年２月２２日（金）午前１０時から、栃木市保健福祉センター大会議室で開催予定

　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。

第２回 栃木市 • 岩舟町社会福祉
協議会合併協議会の様子
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美声が響いたみどりチーム♪

豪華景品ＧＥＴだぜっ！

　１０月１３日（土）佐野市のシダックスで念願のカラオケを実施し、
時間いっぱい熱唱しました。グループごとに部屋が分かれていたので、
少ない人数でしたが、各部屋ともみなさんの十八番で盛り上がり、あっ
という間の２時間でした。

　１２月２２日（土）は遊楽々館でクリスマス会を行いました。民生委
員さんにもご協力いただき、クリスマス模様に飾られた部屋で、ホッ
トケーキにデコレーション。おいしいケーキができ、気分はすっかりク
リスマス！その後、サンタさんが登場し、豪華賞品を狙ってのビンゴ大
会も大盛況で楽しい１日になりました。

　１０月２１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２５
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、国民健康保険づくり
ポスターの表彰が行われました。その後野外ステージ
では町内保育所・幼稚園の園児らによるお遊戯、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、キャラバン、ミニゲームコー
ナーなどを行いました。
　またボランティア発表会では、平成２４年４月から活動をスタートした傾聴ボランティア「ぴーちゃん」に
よる寸劇 “ 傾聴って・・・なぁに？” を行いました。
　ご来場いただきました皆さまと参加者の皆さまの協力により、地域の交流とふれあいの場となりました。

～第２５回健康福祉・環境まつり開催～

“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”

“傾聴”をわかりやすく伝えます！ 一枚一枚が大きな赤い羽根になります！ 体験歩行を行いました！

ふっくんとぴーちゃんも会場を盛り上げます！

第4回

平成２４年度 余暇活動支援事業

待ってました！
～カラオケ＆クリスマス～
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発車オーライ♪ ぐんぐん回るよ メリークリスマス！

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１８日（木）は、こなら館で
運動会。走るカゴにどんどん玉を入
れよう！段ボールの車で、よーいドン、
ゴールにはおいしいお菓子が待ってる
よ。マントとお面でヒーローにも変身！
元気に走りまわって大満足でした。

　１２月２０日（木）は、クリスマス会。
電気を消したらアラ不思議、光るパネ
ルでオモチャのチャチャチャ♪ ケーキ
はふわふわのカステラにキャラクター
のビスケットも乗せました。サンタさん
からのプレゼントに、にっこり☆

親子ふれあいサロン

　１１月１５日（木）は、お外であそ
ぼう！  ということで、遊楽々館の広
い芝生へ。青空と紅葉がとってもキレ
イ。みんなモコモコであたたかい格好
です。おやつのおにぎりは、手作りみ
そで「いただきま～す」♪

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～

※平成 25 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。

　１１月３０日（金）岩舟小学校で、地区の老人
クラブとの交流会が行われました。輪投げ、アキュ
ラシー、ホールインワ
ンといった３種類の競
技が実施され、大人
も子どもも関係なく、
楽しい時間を共有する
ことができました。最
後には、一緒に後片
付けをして、もっと仲
良くなれました。

みんなであそぼう♪
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月以降の予定

開催日 内　容 場　所

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

歳の差なんて、関係ない！
～岩舟小学校交流会～

ホールインワン！なるか !?
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ポイントは視線を合わせること。

ひとりで悩んで
いませんか?

歯みがきはやさしく行います。

　１１月１８日（日）、特別養護老人ホーム清松園
を会場に、家族介護者教室を実施しました。第
１回目のテーマは「食事介助と口腔ケア」。参加者
同士がペアになって、実際に正しい介助と誤って
いる介助を体験したり、歯ブラシを使って、歯を
磨いてみたり、と講義だけでなく実技も交えて行
うことで、より深い学びの時間になりました。参
加者からは「さっそくできることから実行します！」

「ボランティア活動も実際に行ってみたい」といっ
た、意欲の高い声もきこえ、実りのある１日になり
ました。

次回開催
日　時：２月１７日（日）１０：００～１３：００
内　容：「排泄介護方法と感染症予防・介護者の
　　　　 腰痛予防」
場　所：特別養護老人ホーム清松園（和泉８１６）
対　象：家族を介護されている方、
　　　  介護・介護予防に関心のある方
参加費：無　料

　栃木県弁護士会より派遣された弁護士が相談を行います。
2 月 8 日（金）AM9：30 ～ 11：30　遊楽々館
3 月 8 日（金）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（月）・28 日（木）PM1：30 ～ 4：30
3 月 18 日（月）・28 日（木）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。
　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。相談者のプライバシーはお守りしますので、お気軽にお越しください。

・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。

お な や み な し

✿第２回のみの参加もＯＫです。
　皆様のご参加お待ちしております！

申込み：岩舟町社会福祉協議会
　　　　☎５５－２４３８
　　　　岩舟町地域包括支援センター
　　　　☎５４－３３４４

第１回
　家族介護者教室

第２回
　家族介護者教室の参加者を
　募集しています！

平成
24 年度
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　１１月２４日（土）、アトリエびっきの加藤先生を
講師に招き、お楽しみ会を実施しました。みんなで
おいしいお弁当を食べた後は、楽しい人形劇の始ま
りです。本格的な人形が登場するお話を、皆さん
食い入るように観賞しました。クイズや、手あそび
では、会場が盛り上がり、笑顔の絶えない時間に
なりました。

　１０月１０日（水）岩舟町と壬生町の母子
福祉会の交流会がひらかれました。島

しま
田
だ

家
や

得
え

子
こ

様の御屋敷をお借りして、民話美寿々
会「いわふね」の皆さんに、岩舟町や壬生
町の民話を語っていただきました。その後、
お弁当や梨を食べながら
の懇談会では地域の話
題で盛り上がり、岩舟の
魅力を知っていただく機
会となりました。

　１０月１２日（金）こなら館にて、すぎのこ
会とのスポーツ交流会を開催しました。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、参加者全員で気持ちの
いい汗を流しました。

　町老人クラブ連合会のスポーツ大会は、１０月５日（金）
に町総合運動場で行われました。お天気にも恵まれ各ク
ラブの選手たちは、日頃
の練習の成果を遺憾なく
発揮し、にぎやかに楽し
い一日を過ごしました。
　大会の結果は、次のと
おりでした。

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

おたのしみ会～

～町母子福祉会交流会～

各競技で熱戦を繰り広げました！

玉入れで気持ちをひとつに！

とびっきりのお話会！

きらめくシルバーパワー!
町老人クラブスポーツ大会

やっぱりスポーツっていいね！

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

和泉ときわ会B
古橋茶の実会
畳岡松寿会

親和会
和泉ときわ会B
畳岡松寿会

向新会
宿下長生会
畳岡松寿会

栗原　輝江（和泉ときわ会B）
桜井　レン（静寿会Ｂ）
関　　利男（和泉ときわ会B）

西川　　保（畳岡松寿会）
尾林　憲一（和泉ときわ会B）
尾林　晃雄（親和会）

茂呂一二三（向新会）
佐山　　博（向新会）
毛塚　金一（宿下長生会）

個人の部

おだんごいただきま～す！

岩舟についてもっと詳しくなりました！

◎
ホ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン
の
部

◎
ア
キ
ュ
ラ
シ
ー
の
部

◎
輪
投
げ
の
部

“いわふね”
へようこそ！
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手作りのふっくんとぴーちゃんのぬいぐるみ
「窓口に会いにきてね！ 」

発　行　岩舟町社会福祉協議会

こ す も す　vol.92

〒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。昨年は、町内の各種
イベントへの参加、町外ではゆるキャラグランプリ
へのエントリーやギネス記録を更新したゆりーと激
励会、ゆるキャラ大百科、そしてとちキャラーズへ
の加入とイベント盛りだくさんで大忙しでした。
　いろいろなイベントに参加する度にいろいろな方
に応援していただきました。ゆるキャラグランプリ
２０１２については、１６０３ポイントを獲得すること
ができ、８６５体中、３４４位という結果となりまし
た。何より１６０３ポイントも投票していただいたこと
に対してとてもうれしく感動しています。今年もがん
ばりますので、応援よろしくお願いします。

─平成２４年
　　9 月～１２月─

　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 ”

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

日　時：①２月２６日（火）午前１０時３０分～午後３時
　　　　②３月　２日（土）午前１０時～午後 3 時
　　　　※昼食に非常食を試食します。
内　容：①「日ごろからできる減災対策、岩舟町における
　　　　　　　　　　　　ハザードマップや避難経路について」
　　　　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」
　　　　※どちらか１日だけの参加も可。
定　員：①２５名　②２０名　※ともに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：動きやすい服装、筆記用具、タオル（２日のみ）
参加費：無　料

ゆりーと激励会の様子。
有名ゆるキャラたちと共
演しました！

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

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

町田康次 様 10,000 円、両毛ヤクルト販売株式会社 代表取締役社長 相馬稔 様 30,000 円、岩舟町商工会売店組合 様 6,000 円、味彩 様 
3,000円、るぱん 様 3,000円、岩舟町老人クラブ連合会 様 10,000円、岩舟町母子福祉会 様 3,000円、けんこう普及員の会 様 3,740円、
母子保健推進員 様 5,000 円、岩舟ライオンズクラブ 様 2,910 円、家庭教育学級 様 4,925 円、鍼灸師会両毛支部 様 8,840 円、斧澤屋 
様 5,000 円、岩舟町すまい支援グループ 様 21,900 円、岩舟町シルバー人材センター 様 8,250 円、社会福祉法人 裕母和会 様 30,300
円、紙芝居ボランティア 温故の会 様 5,000 円、社会福祉法人すぎのこ会 すぎのこ 様 1,685 円、社会福祉法人すぎのこ会 みずほの家 様 
7,502 円、岩舟町商工会女性部 様 20,000 円、IT ボランティアいわふネット 様 5,000 円、阿部勇次 様 8,932 円、岩舟町民生委員児
童委員協議会 様 20,189 円、下野農業協同組合岩舟地区営農経済センター 様 14,627 円、岩舟ロータリークラブ 様 15,000 円、A.F 様 
10,940 円、けやきの家 様 1,700 円、岩舟町交通安全協会女性部 様 20,000 円、畳岡山林組合 組合長 大豆生田勝雄 様 100,000 円、
佐野信用金庫岩舟支店 様 1,524 円、NPO 法人岩船山クリフステージ 9/30 Hand In Hand Iwafune 募金箱  8.710 円

足利銀行岩舟支店 様 ペットボトルキャップ 2.45kg、匿名希望 様 コピー用紙、
小倉キミ 様 折り鶴、IT ボランティアいわふネット 様 ふっくん・ぴーちゃん人形

竹村あみ物教室 糸遊会 様 45,500 円、募金箱 7,935 円
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ふれあいネットワーク

平成25年2月6日号

社会福祉法人

岩舟町社会福祉協議会 広報紙
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