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高根沢町赤十字奉仕団による炊き出し体験

高根沢町赤十字奉仕団では平成27年11月７日町文化祭において甘酒配布
と炊き出し訓練を行いました。炊き出し訓練では、ハイゼックスという強
化ポリエチレンの包装食袋を使用し家庭にある食材でほかほかの美味しい
混ぜご飯を作ることができました。当日用意した試食用400食分はあっと
いう間に完売し、試食された方から好評を得ることができました。

甘酒の提供
約750杯を提供

高根沢町赤十字奉仕団の皆さん

ハイゼックスを使用した炊き出し
400食を提供
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　　 社会

福祉法人高根沢町社会  福祉
 社会福祉法人高根沢町社会福祉協議会の  平成28年度事業計画並びに当初予算が　

  ３月28日の理事会と評議員  会において承認されました。平 成
28 年 度  

事　業　計　画

地域福祉事業
〇ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯の登録による各種訪問と生活支援
　・ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯への定期的な訪問　
〇安心見守り牛乳宅配
　・２日に１度の牛乳宅配による75歳以上ひとり暮らし高齢者の安否確認
〇日常生活用具貸与事業
　・介護ベッド、車イスなどの福祉機器無料貸出

ボランティアの育成・強化活動
○傾聴ボランティア養成講座
〇ボランティア保険助成事業
〇朗読ボランティア「みすず会」の協力によ
　り広報たかねざわの朗読テープを毎月作成
〇障がい児支援ボランティアとの連携
〇志民活動サポートセンターへの参画
　・志民活動サポートセンターたんたん
　　Caféに参画し、志民活動の企画立案お
　　よび推進を実施

介護予防事業
　　生活支援コーディネーターによる

　　生活支援サービスの構築

〇元気はつらつ教室の開催

　・元気高齢者を対象とした介護予防教室

○高根沢町生活支援協議会への参画 高齢者福祉対策事業
○地域の居場所(ふれあいいきいきサロン)
　・地域ボランティアを担い手としたふれあ
　　いいきいきサロンの設置推進、活動支援
〇日常生活自立(あすてらす)支援事業
　・判断能力の不十分な方への金銭管理代行、
　　書類預かりサービスを実施
〇ひとり暮らし高齢者等布団乾燥

情報発信
○ホームページのリニューアル
○「社協だより」の発行（年２回）
〇町内各種イベントでの啓発

福祉センターの指定管理運営
〇福祉総合相談窓口の設置
〇福祉センターを利用した高齢者サークル活動
　《民舞、手芸、囲碁、将棋、カラオケ、
　　パソコンなど》

心身障がい者(児)対策事業
○広報等朗読テープ配布事業
　・視聴覚障がい者への広報たかねざわの朗
　　読テープを作成し配布
　　心身障がい児とボランティアの交流事業
〇手話講習会の開催
　　デジタル録音図書（デイジー）普及事業

New

New

New
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会  福祉協議会  事業計画・一般会計当初予算 社会福祉法人高根沢町社会福祉協議会の  平成28年度事業計画並びに当初予算が　
  ３月28日の理事会と評議員  会において承認されました。

当　初　予　算

母子父子福祉対策事業
○母子父子家庭交流事業
　・母子、父子家庭の交流を目的とした野外
　　研修を実施

福祉教育事業
○高齢者と子供の交流会
　・町内保育園と地区のシニアクラブ会員と
　　の交流を実施
〇児童生徒等に対する福祉体験講師派遣
　・学校で行われる福祉学習プログラム提案
　　および講師の派遣
○夏期限定学生ボランティアセンターの開設
　・夏休み期間を利用して中学生以上を対象
　　とした施設でのボランティア体験を実施
○福祉教育研究会の開催
　・児童生徒への福祉の学びを支援し、併せ
　　て住民の地域福祉の理解を高める

災害時対策事業
〇訪問員による災害時要援護者調査および台
　帳の管理
　・災害時要援護者台帳の更新、新規調査等
　　を実施
〇在宅福祉ネットと連携した拠点福祉避難所
　設置
　・災害時拠点福祉避難所の設置

援護事業
〇心配ごと相談所の開設　
〇生活困窮者自立支援法と連携した貸付事業の実施
〇行路人旅費（切符）貸与事業
〇火災見舞い金品の給付
〇不要入れ歯リサイクル事業

その他の活動
〇赤い羽根共同募金会 
　・各種イベントにて募金・ＰＲ活動
〇日本赤十字社事業
　・赤十字奉仕団員活動
〇在宅福祉ネットへの協力
　・研修会、事業所間交流等
○町シニアクラブ（運営支援）
○町母子寡婦福祉会（運営支援）
○町身体障害者福祉会（運営支援）

一般会計資金収支予算書
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平成27年度赤い羽根共同募金のご報告
10月１日から全国一斉に共同募金運動が展開され、町民及び事業所の皆様
から多くの寄付が寄せられました。皆様の心温まるご協力に対し、心から
お礼申し上げます。

平成28年度 配分予定事業
【地域の福祉事業】

　　　傾聴ボランティアフォローアップ事業

　　　学生ボランティアセンター

　　　高齢者と子どもの交流会

　　　地域の居場所(ふれあいいきいきサロン)設置

　　　母子父子家庭交流事業

【地域で活動する団体への助成・情報発信】

　　　広報誌「社協だより」の発行

　　　赤い羽根共同募金地域助成事業

　　　社協機動力整備

平成27年度実績

高根沢高校の生徒も参加してくれました。

３，３４９，５９４円
募金方法

戸別募金

学　　校

法人・事業所

募 金 箱

そ の 他

合  　計

3,084,600円

55,290円

121,980円

41,128円

46,596円

3,349,594円

4,851世帯

町内小中高校

町内職場有志

福祉認定店、役場

イベント、利息

募  金  額 備　　　考

　平成27年10月25日の栃木ＳＣ
試合会場募金では、５名の高根沢
高校の生徒が参加してくれました。
皆さん募金活動は初めてとの事で
したが、積極的に場内を周って活動
してくれました。
　ありがとうございました。

募金箱設置
　 協力店、募集！

　共同募金会高根沢町支会では、
募金箱の設置協力店を募集してい
ます。
　募金箱設置やポスター掲示に協
力してもよいという店舗、団体がご
ざいましたら事務局にご連絡くだ
さい。

募金協力法人・団体（敬称略・順不同）
テイ・エステック株式会社
森山産業株式会社
株式会社ケーヒン
有限会社すずきや
高根沢シルバーホーム
恵友会いぶき
高齢者介護施設宝夢
山崎新聞
宇都宮ガーデンゴルフクラブ
NPO法人グループたすけあい
エプロン
株式会社カンセキ高根沢店
株式会社とりせん高根沢店

フードオアシスオータニ高根
沢店
たむら
ミートショップこしみず
駅前理容店
小森整骨院
ちょっ蔵情報館
昭和軒
烏山信用金庫宝積寺支店
栃木銀行宝積寺支店
高根沢町元気あっぷ公社
高根沢町図書館
高根沢町民生児童委員協議会
高根沢町役場
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高根沢町の地域を良くする取り組みを応援します！
～地域で集めた募金が地域を良くする活動へ～

赤い羽根共同募金地域助成事業申請受付中
　赤い羽根共同募金が地域の子どもからお年寄りまで全ての方が住み慣れた地域で、健康で明るく安心して
生活を送れるような地域社会づくりを目的に、下記により平成28年度助成事業申請を受け付けています。

◆対象事業　平成28年度に実施される地域住民を対象とした福祉活動にかかる事業
◆対象団体　自治会、公民館、子ども会育成会などの地域の方により組織された団体
◆助成金額　１団体につき１件上限５万円（総事業費90万円）
◆申込〆切り　平成28年５月27日（金）
◆申込方法　所定の申請書に必要事項をご記入の上、社会福祉協議会までご提出ください
◆必要書類　①申請書②会則など組織の運営に関する規定③役員名簿④通帳写し（振込先口座）
◆そ の 他　申請のあった団体・事業に対し審査委員会において書類審査を行い決定します。
　　　　　　審査の結果、減額や助成できない場合もあります。

●お申込み・お問合せ先：栃木県共同募金会高根沢町支会 《事務局》高根沢町社会福祉協議会
●TEL ０２８－６７５－４７７７／６９５３　●MAIL syakyou@town.takanezawa.tochigi.jp

平成27年度助成事業一覧表 平成27年度は17事業に対し、総額74万円の助成を行いました。

この事業は、赤い羽根共同募金を活用し地域が活性化することを目的として、
平成25年度から高根沢町独自の事業としてスタートしたものです。
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岡
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事
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№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

分類

自治会

育成会

公民館

その他

申　請　団　体 事　　　業　　　名 助成金額

籠関自治会

フローラルアベニュー自治会

栗ヶ島行政区

光陽台自治会

寺渡戸行政区

伏久行政区

南区自治会

花岡西下育成会

中郷子供会育成会

東高谷子どもの夢を運ぶ会

宝石台あおぞら子供会育成会

宝石台あおぞら子供会育成会

東高谷希望の会

花岡東上公民館

石末宿しんこう会

仁井田シニアクラブ

伏久を愛する会

地域の環境保全

フローラルアベニュー夏祭り

地域のコミュニケーションづくり事業

地域交流事業

多世代交流事業

地域交流会

南区夏祭り

夏休みの思い出づくり

中郷地区どんど焼き

どんど焼き

親子ラジオ体操と公園清掃

宝石台夏まつり

東高谷サマーフェスティバル

多世代グラウンドゴルフ大会

どんど焼き

しめ縄づくり

どんど焼き支援事業

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

10,000 

20,000 

50,000 

30,000 

30,000 

50,000 

50,000 

740,000 合　　計
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　平成28年4月から「新しい介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事
業）」が始まりました。新しい総合事業では、今まで提供していた介護保険サービ
スに加えて、新たなサービスとして、地域での声かけや家事のお手伝い、ボラン
ティアが担い手となる交流サロンなどの「生活支援・介護予防事業」が組み込ま
れています。
　本会では、それらの新たなサービスを作り出す役割を担う「生活支援コーディ
ネーター」を配置いたしました。

地域福祉係長

矢口　雅章

生活支援
コーディネーター
佐々木　亮介

●利用者　65歳以上（要介護認定を受けている方を除く）
●担い手　地域での活躍を希望される方どなたでも

サービスの利用者・担い手

●高根沢町社会福祉協議会　地域福祉係
　（℡.028-675-4777／6953）高根沢町大字石末1825福祉センター内

お問い合わせ先

地域の居場所作り事業
　　 ふれあい・いきいきサロン IN高根沢

　ひとり暮らしや、家の中で過ごしがちな高齢者等と、地域住民（ボランティアで作る担い手）が、自宅から気軽に
行ける場所に気軽に集い、一緒に企画した活動内容を通して、ふれあいや生きがいづくり・仲間づくりの輪を広げる
活動が「地域の居場所づくり事業（ふれあい・いきいきサロン）」です。

地域の居場所とは･･･

＊ 柏崎・桑窪にて４月より新しいサロンが始まりました!! ＊
《柏崎地区》

✿柏崎サロン（仮）✿
日　時：毎月第3水曜日(原則)
　　　　10:00～12:00
場　所：柏崎集会所

《桑窪地区》

✿わくわくサロン✿
日　時：毎月第2土曜日(原則)
　　　　10:00～12:00
場　所：桑窪公民館

《お試しサロンで行った活動》
・蕎麦会　・しもつかれ食べくらべ
・グラウンドゴルフ
・体操　・交通講話　など

《お試しサロンで行った活動》
・歌　・脳トレクイズ
・手品　・フラダンス
・体操　など

コーディネーターが地域の課題把握や制度の説明に伺います。
地域で集まる機会がありましたら、ぜひお声かけください。
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お悩み、ご相談がございましたら、まずはこちらまでご連絡ください。

認知症、知的障害、精神障害などで、判断能力が十分でない方を
対象に、安心自立した生活が送れるよう援助を行っています。

・福祉サービス等の手続きが難しい。
・一人暮らしの生活に不安がある。
・お金の出し入れや金銭管理が不安。
・預金や年金が知らない間に減っている。
・通帳や印鑑の保管に不安がある…など。

いつまでも元気ですごすために！
「元気はつらつ運動教室」参加者募集

　寝たきりなど介護が必要な状態にならないために、
町内６カ所の会場で高齢者等を対象とした運動教室を
開催しています。

◆対象者　60歳以上の方
◆会　場　①上高ふれあいセンター、②仁井田ふれあ

い広場、③図書館中央館、④タウンセンタ
ー、⑤ビレッジセンター、⑥福祉センター

※各会場単位で年11回の教室を行っています。
◆時　間　午前10時～11時30分
◆参加費　無料
◆その他　開催日、内容等の詳細はお問合せください
◆お問合せ・申込み先

手話講習会受講生募集

　町社会福祉協議会では、今年度も手話講習会を開催
します。
　初心者の方でも楽しく手話が身につけられる内容で
すのでお気軽にご参加ください。
※見学や体験、お申し込みは随時受け付けておりま
す。

◆実施期間　毎週水曜日19時～20時30分
◆開 講 式　５月18日（水）19時から
◆場　　所　宝積寺タウンセンター
◆参 加 費　無料
◆対 象 者　中学生以上
◆持 ち 物　筆記用具

入れ歯リサイクル事業

　不要入れ歯が、世界の援助対象国の子供達の為に使
われます。
　入れ歯から金属を回収してユニセ
フに寄付をする事業を行っています。　
◆回収ボックス設置場所
・役場正面入り口　・福祉センター
◆対象となる入れ歯
　金属のついている入れ歯
◆回収時の注意点
　入れ歯に熱湯をかけて消毒するか、入れ歯洗浄剤で洗
浄の上、備え付けのビニール袋に入れてご投入ください。

◆入れ歯１つの援助の目安
毛布･･･８枚　10リットル貯水容器･･･４個
エイズ簡易検査セット･･･40セット
マラリアから身を守る蚊帳･･･４張
注射器の針･･･250人分　鉛筆とノート･･･60人分

心配ごと相談所案内（４月～９月）

　生活上のいろいろな悩みや、相談ごとに対して相談
員（民生委員、人権擁護委員、行政相談委員）が面接
により相談をお受けしています。
【相談無料・予約不要・秘密厳守】
◆開催日　毎月２回
◆会　場　図書館中央館　２F会議室

期日（10時～14時）

４月

５月

６月

７月

８月

９月

５日（火）

20日（水）

６日（金）

20日（金）

７日（火）

21日（火）

５日（火）

20日（水）

５日（金）

19日（金）

６日（火）

20日（火）

義援金・救援金の募集

　各種義援金及び救援金を受け付けて
います。皆さまの温かいご支援をよろ
しくお願いいたします。
【国内の義援金】
●平成28年熊本地震（H28.6.30まで）
　募金箱設置　役場総合窓口、福祉センター
●東日本大震災（H29.3.31まで）
【海外の救援金】
●中東人道危機救援金（H29.3.31まで）
●青少年赤十字１円玉募金　（通年）
●無指定の国際救援金（通年）

受付場所：社会福祉協議会（福祉センター）
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健康で、明るく、安心して暮らす

「ふ
3

つうにく
3

らすし
3

あわせ」のまちづくり

社会福祉法人 高根沢町社会福祉協議会
開館：8時30分～ 17時15分
休館：土日祝祭日・年末年始

〒329̶1225　高根沢町石末1825 福祉センター
Mail:syakyou@town.takanezawa.tochigi.jp
TEL:028-675-4777　FAX:028-675-6953

編　集
発　行

検索たかねざわ社協

ボランティア保険

お　し　ら　せ

※補償期間
　：平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日
※平成 27年度中に加入された方でも再度加入申込が必要

　となります。

年　間

保険料

基本タイプ ３００円

天災タイプ
（地震・噴火・津波）

４３０円

ご存じですか？

　社協では、ボランティア活動を安心して行ってい
ただける様にボランティア保険を用意しております。
　ボランティア活動中に「自分がケガをした」「物
を壊してしまった」などに備え、ボランティア活動
保険にご加入ください。
　詳しくはお問合せください。

 

社協では下記の物品を貸し出しています。

貸　出

　車椅子・介護ベッド

ペタンク・
グラウンドゴルフ

綿菓子機・ポップコーン機
　発電機（ガソリン大・小・カセットガス）
福祉車両

　中央ホール・会議室・和室
　中央ホールには給茶器も用意してありますの　
　で、ご友人とのご歓談やお待ち合わせに。
　また、中央ホールだけでなく和室や会議室は

サークル活動の場所として
もご利用頂いております。
＊貸出は無料ですが、材料費や
燃料費はご負担下さい。

お　し　ら　せ

　高根沢町母子寡婦福祉会

の奉仕活動の一環として、

福祉センターの花壇にパン

ジー40苗を植え付けてい

ただきました。

　ありがとうございました。

社協会費＆日本赤十字社費へのご協力をお願いします！
社会福祉協議会では各行政区を通じて社協会費と日本赤十字社費を受
け付けております。
皆さまのご協力をお願いいたします。
　
　●社協会費・・・普通会費　１世帯５００円
　　　　　　　　　特別会費　１世帯１，０００円以上
　●日赤社費・・・１世帯５００円
　
社協会費の使い道
　町内の高齢者、身体障がい者、母子父子世帯、青少年の育成など福
祉全般の活動費として活用されます。　
日本赤十字社費の使い道
　国内外における災害救護活動を始め、血液事業や国際救援活動、
社会福祉事業などの数々の人道的活動として活用されます。　
日本赤十字社栃木県支部
〒320-8508
宇都宮市若草1-10-6
とちぎ福祉プラザ内
TEL 028-622-4326


