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赤い羽根共同募金は、高齢者・障害を持つ方、子ども・子育て世代など、
地域に暮らすすべての人が住みやすくなるよう取り組んでいる福祉活動を支えます。
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赤い羽根共同募金にご協力をお願いします。
　10月１日から12月31日の３ヶ月間、全国一斉「赤
い羽根共同募金運動」が始まります。各行政区を通
じた世帯募金や法人・事業所募金、商店等での募金
箱設置、各種イベントでの募金活動などで募金運動
を行います。皆様の温かいご支援とご協力をよろし
くお願いいたします。

　赤い羽根共同募金高根沢町支会では、「高根沢町
を良くする取り組み応援事業」として住民主体で組
織された団体が行う様々な取り組みに対して助成を
しています。平成26年度から高根沢町独自の事業
としてスタートした本事業も今年で３年目を迎え、
平成28年度は23事業・111万円の助成を決定しま
した。

募金箱設置協力店募集 !!

お店のレジや受付窓口での募金箱
設置やポスター・チラシの掲示な
ど、赤い羽根共同募金運動に協力
していただけるお店や事業所を募
集しています。短期間でもかまい
ませんので、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。

平成28年度配分事業
地域の福祉事業

●傾聴ボランティア講座
●高齢者と保育園児の交流事業
●学生ボランティア体験事業
●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
●赤い羽根共同募金地域助成事業
●広報誌「社協だより」の発行
●社協機動力整備

共同募金が高根沢町で循環するしくみ

平成２8年度　共同募金地域助成決定事業一覧
№ 団 体 種 別 団 体 名 事 業 名 助成金額（円）
1

自治会

南区自治会 南区夏祭り 50,000
2 光陽台自治会 世代間交流事業 50,000
3 伏久行政区 交流会（新そばまつり） 50,000
4 籠関自治会 地域の環境保全事業 50,000
5 寺渡戸集落 多世代交流事業 50,000
6 フローラルアベニュー自治会 地域住民による交流事業 50,000
7 太田自治会 防災訓練 50,000
8 文挟自治会 初詣・どんど焼き集客事業 50,000
9 北区自治会 東町北区自治会夏祭り 50,000

10 宝石台自治会 宝石台自治会夏祭り 50,000
11

公民館
花岡東上公民館 多世代グラウンドゴルフ大会 30,000

12 東高谷希望の会 東高谷サマーフェスティバル 50,000
13 柏崎公民館 どんど焼き 50,000
14

育成会

東高谷子供の夢を運ぶ会 どんど焼き 50,000
15 花岡西下育成会 スクールガードさん　ありがとう事業 50,000
16 中郷子供会育成会 中郷地区どんど焼き 50,000
17 大谷子供会育成会 どんど焼き 50,000
18

その他

伏久を愛する会 どんど焼き支援事業 50,000
19 石末宿しんこう会 どんど焼き 30,000
20 仁井田シニアクラブ しめ縄づくり 50,000
21 柳林どんど焼保存会 どんど焼き 50,000
22 大谷ふれあい赤サロン 高齢者と地域の子どもたちとの交流会 50,000
23 桑窪ふるさと祭り実行委員会 桑窪ふるさと祭り 50,000

合　計 1,110,000

横 15.5㎝ 高さ 9.5㎝ 奥 11㎝
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平成28年度 サマーボランティア

イベントで阿中生が活躍

　夏休み恒例のサマーボランティア事業。今年
は中高生の参加が多く、前年の約 2 倍の 141
人もの生徒が、町内の保育園、福祉施設や公共
施設、イベント等様々な場でボランティア活動
を経験しました。

　ボランティアは活動の手伝いだけでなく、世
代間の交流や、学校や普段の生活で経験できな
いことを学び、発見することができる貴重な場
でもあります。社協では生徒がより多くの経験
と発見ができるよう、今後もサマーボランティ
アの実施と向上を目指していきます。

　８月20日（土）宝積寺駅ちょっ蔵広場で行われ
たイベント「隈テラス」に阿久津中学校の生徒
34名がボランティアとして活動しました。
　当日は、あい
にくの天候でし
たが、イベント
運営の補助やわ
たあめの販売に
取 り 組 み ま し
た。今後もこの
ような活動に取
り組んでいきた
いと思います。

　わたあめ作りは事前に練習も行っており、
きれいに作ることができました。

ちょっ蔵広場「隈
くま

テラス」

今年も多くの生徒が活動しました！
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平成27年度

社会福祉法人高根沢町社会福祉協議会の平成27年度事業報告並びに収支決算が５月26日理事
会・５月27日評議員会において承認されました。

地域福祉事業

①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292名、高齢者世帯
137世帯》

②安心見守り牛乳事業
　《牛乳宅配事業者による安否確認153名》
③介護ベッド、車椅子などの貸し出し
   《延べ60件貸し出し》

介護予防事業

①介護予防教室「はっぴー倶楽部」の開催
　《50回開催・延べ372名参加》
②元気はつらつ教室の開催
　《町内６箇所全66回開催・延べ1,346名参加》
③高根沢町生活支援協議会の参画
　町における地域包括ケアシステムの構築のた

めの協議《10回開催》

福祉センターの指定管理運営

①各種団体の会議室利用
　《会議室206回使用、集会室137回使用》
②福祉総合相談窓口の設置
③高齢者の福祉センターを利用したサークル活

動の促進
　《囲碁、将棋、パソコン、手芸、カラオケ、民舞》

高齢者福祉対策事業

①地域の居場所 ( ふれあいいきいきサロン ) 設置
　《６箇所実施、３箇所立ち上げ支援》
②日常生活自立 ( あすてらす ) 支援事業
　《新規利用者６名、総利用者数16名》
③ひとり暮らし高齢者等布団乾燥事業
　《登録者５名》

ボランティア、住民活動の育成・強化活動

①ボランティア保険助成事業
　《個人102名、8団体399名登録》
②朗読ボランティアとの連携
　《広報朗読音声テープを作成》
③おもちゃ図書館ボランティアとの連携
　《交流会実施》
④傾聴ボランティア講座 
⑤朗読ボランティア養成講座
⑤志民活動サポートセンター
　「たんたん Cafe」への参画
　《毎月第2水曜日に定例会を実施》

福祉教育事業

①高齢者と子供の交流会
　《6保育園13事業実施》
②児童生徒等に対する福祉体験講師派遣
　《中学校２校、小学校３校》
③夏休み期間の学生ボランティア体験事業
　《51名が12施設で活動》
④若者、高齢者相互支援事業「ご用聞き事業」
　《６月をもって受託事業終了。以降、生活支

援事業として再構築》

母子父子福祉対策事業

①母子父子家庭交流事業《24名参加》

心身障がい者（児）対策事業

①視力障がい者への広報等朗読テープ配布事業
②おもちゃ図書館事業
③手話講習会の開催《36回開講、参加者16名》
④手話研修事業
　《さくら市講習会と合同で研修会を開催》

事　業　報　告
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平成27年度

一般会計資金収支計算書
収入の部（単位：円） 支出の部（単位：円）
会費収入  2,643,000  人件費支出  28,653,662
寄附金収入  2,378,338  事業費支出  5,366,262
補助金収入  12,696,464  事務費支出  4,226,780
受託金収入  21,964,808  貸付事業支出  364,700
事業収入  80,000  共同募金配分事業  760,000
貸付事業等収入  268,700  助成金支出  487,050
負担金収入  77,200  負担金支出  80,500
受取利息配当金  1,407,902  その他の活動支出  1,096,560
その他の収入  71,560  計  41,035,514
前期末繰越金  10,259,692  

差引残高（次年度繰越） 　10,812,150
計 51,847,664

一般会計貸借対照表
資産の部 負債の部

勘 定 科 目 当年度末 勘 定 科 目 当年度末
流動資産  14,576,798 流動負債  3,764,648
　預貯金  14,576,798 　事業未払金  3,448,945
固定資産  150,736,766 　職員預り金  315,703
基本財産  1,000,000 固定負債  21,651,610
　基本財産特定預金  1,000,000 　退職給与引当金  21,651,610
その他の固定資産  149,736,766 負債の部合計  25,416,258
　車両運搬具  3  純資産の部
　器具及び備品  297,964 基本金  1,000,000
　投資有価証券  100,000,000 　基本金  1,000,000
　貸付事業等貸付金  431,000 基金  126,178,209
　退職手当積立基金預け金  16,493,750 　愛の基金  126,178,209
　愛の基金積立預金  26,178,209 その他の積立金  6,335,840
　財政調整基金積立預金  6,335,840 　財政調整基金積立金  6,335,840

次期繰越活動収支差額  6,383,257
  　次期繰越活動収支差額  6,383,257
  　当期活動収支差額  △ 1,299,841
  純資産の部合計  139,897,306
資産の部合計  165,313,564 負債及び純資産の部合計  165,313,564

災害時対策事業

①訪問員による災害時要援護者調査および台帳
の管理           　　　　　　　　　

　《台帳の更新303件、新規調査42件、登録者
総数602件》 

②在宅福祉ネットと連携した福祉避難所設置及
び避難所ボランティア育成

　《町災害対応訓練に併せて拠点福祉避難所移
送訓練実施》

③関東豪雨災害への職員派遣
　《栃木市災害ボランティアセンター
　（以下 VC）１名、鹿沼市災害 VC２名派遣》

募金活動

①社会福祉協議会費の納入推進
　《2,643,000円（5,278世帯）》
②日本赤十字社資納入の推進
　《2,640,500円（5,281世帯）》
③町愛の基金造成の推進
　《1,042,700円（5,214世帯）》 
④赤い羽根共同募金の推進
　《3,084,600円（5,141戸）》
⑤各種義援金、救援金の募集
　《関東豪雨災害義援金等の実施》

情報発信

①広報誌「社協だより」の発行
　《5月、10月に社協だよりを発行》
②「広報たかねざわ」での啓発
③ 町内各種イベントでの啓発
④ホームページ、等のＷｅｂ啓発の強化

援護事業

①心配ごと相談所の開設《24回開設》
②生活福祉資金貸与事業
③町福祉金庫の運営
④行路人旅費貸与事業
⑤火災見舞い金品の給付
⑥不要入れ歯リサイクル事業

その他の活動

①赤十字奉仕団員活動
②善意銀行の運営
③共同募金会事業
④日本赤十字社事業
⑤在宅福祉ネットへの協力

決　算　報　告
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　一昔前の ｢縁側｣ や ｢井戸端会議｣ に見られた地域の集いの場を、公民館や集会施設などを活用して

開設し、住民ボランティアと参加者が一緒に考えた内容を実施することで地域住民のふれあいや、いき

がいづくり ･ 仲間作りの輪を広げる地域住民の自主的活動が ｢ふれあいいきいきサロン｣ です。

　では ｢ふれあいいきいきサロン｣ とはどんなものなのか、どんな活動をしているのか、現在活動して

いる ｢仁井田 暖談ふえるど｣ ｢中区 健幸サロン｣ の皆さんにインタビューしてみました。

地域の居場所作り事業　ふれあいいきいきサロンに密着！！
サロンってどんな所？？

こちらは町内初のサロンで平成21年7月19日に発足し今年で8年目に突入 !!
活動日は週に1度。「気軽に無理なく楽しく」過ごせる居場所として、活動してきました。

サロン担い手の

大野 稔さん
参加者の

田口キヌさん
参加者の

板橋タミさん

 仁井田 暖
だん

談
だん

ふえるど 毎週 木曜13時〜17時　仁井田集会所

現在町内には上記を含め 8 カ所のサロンがあります。

･ 上高　･ 太田　・東高谷　・宝石台　・柏崎　・桑窪
近くにお住まいの方は、是非一度足を運んでみてはいかがでしょうか？
また、自分の地区にサロン設置を考えている方、興味のある方は社会福祉協議会へご相談下さい。

平成27年に発足した中区健幸サロン。月に1度の活動をしています。サロンの名前には、来た方が健やかに、
幸せな活動が出来るようにとの願いが込められています。その ｢健幸｣ の秘訣をお聞きしました。

サロン担い手の

吉澤政夫さん
参加者の

高野光子さん
参加者の

栃村トミさん

 中区 健
けん

幸
こう

サロン 毎月 第3土曜（原則） 10時〜12時　中区公民館

サロンの始めに体
操で身体をほぐし
てから、1 つの活
動を中心にやって
います｡ 絵手紙や
季節の行事、笑い
ヨガなどもやりま
した｡ 活動の最後
に皆で季節の歌を
歌います。楽しん
で 頂 け る よ う に
様々な活動を考え
ています。

月に一度近所の
皆を誘い合い、
集まって話せる
のがとても楽し
いです。

サロンの存在は
とても有り難い
です。年齢関係
なく参加できる
の が 良 い で す
ね。

健康で楽しく生活
を送れるように、
皆を誘い協力し合
い自由な雰囲気の
中で活動していま
す。カラオケ ･ 卓
球 ･ 将棋 ･ 健康麻
雀 を や っ て い ま
す。 週 に 1 回 の
集会所は地域で作
る交流の場です｡

気分が悪い時で
も サ ロ ン に 行
き、皆で話した
り、カラオケを
したりと元気に
なれます。毎週
のサロンが楽し
みです。

サロンにくれば
近所の方と話し
もでき、年を忘
れて楽しんでい
ます。サロンは
私の元気の秘訣
です !!
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　去る８月21日（日）、東小学校体育館で行われた太
田自治会自主防災訓練の炊き出し訓練に参加しました。
当日は、太田自治会の女性部や育成会の保護者、そし
て育成会の子ども達と協力し、「ハイゼックス」とい
う包装食袋を用いて約150人分のカレーライスを調理
し、訓練に参加された地域の方々に提供しました。
　日赤奉仕団としては、地域単独で行われる防災訓練
に参加するのは初めての経験でありましたが、こうし
た訓練を通じて、いざ災害が発生した場合に備えて、
地域の住民同士が問題を共有し、日頃からみんなでこ
の問題について考え、協力する「共助」の必要性を強
く感じる機会となりました。

　８月12日（金）「GENKI 応援ぼらんてぃあ（旧おもちゃ
図書館）」と「障害児者生活支援センターすまいる」の共
催事業として、なす高原自然の家 windy-NASU でお面の
絵付け体験を行いました。「九尾の狐」、「おかめ」、「ひょっ
とこ」「天狗」のお面から１点を選びポスターカラーで着
色し、1人1人個性豊かなお面を作成しました。
　当日は国際医療福祉大学と宇都宮看護専門学校、白鷗大
学の学生さんにボランティアとしてお手伝いをしていただ
きながら、那須の自然を存分に楽しめた一日となりました。

参加者：３０名（内ボランティア７名）

　本事業は障がいを持つ子どもとその家族・ボランティア
の交流事業として、毎年実施しています。

地域での炊き出し訓練 in太田

高根沢町日赤奉仕団活動レポート

個性豊かなお面の絵付け体験をやってきました！

●対象者：60歳以上
●時　間：10時～ 11時30分
●持ち物：タオル・飲み物

　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。

◆日　時　毎週水曜日　19時～ 20時30分
◆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
◆申込方法
　事前申込不要。直接会場にて受付を行ってく
ださい。※見学・体験のみでも可●お問合せ先　高根沢町社会福祉協議会

　　　　　　　TEL 028-675-4777

会　場 開催日 備 考
びれっじセンター 毎月 第２火曜 12月は第１火曜
福 祉 セ ン タ ー 〃　第３火曜 12月は第２火曜
上高ふれあいセンター 〃　第４火曜 12月は第３火曜
図 書 館 中 央 館 〃　第２水曜
タウンセンター 〃　第３水曜
仁井田ふれあい広場 〃　第４木曜

「元気はつらつ教室」開催中　随時参加者募集 手話講習会受講生随時募集中
いつでも元気にすごすために、
頭と体の体操を始めよう！



期日（10 時〜 14 時）

10月
６日（木）

１月
６日（金）

20日（木） 20日（金）

11月
２日（水）

２月
７日（火）

17日（木） 22日（水）

12月
７日（水）

３月
７日（火）

20日（火） 21日（火）

　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

社協会費＆日本赤十字社費の
ご協力ありがとうございました。
　５月の社協会員と日赤社員運動では、各行
政区役員をはじめとする町民の皆さまの多大
なるご協力に心より厚くお礼申し上げます。

◎社協会費　2,607,000円　5,214世帯
◎日赤社費　2,623,000円　5,246世帯

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 ０２５－６２２－４３２６

心配ごと相談所案内（10月～３月）

10

101
176

ＪＲ烏
山線

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

〒３２9–１２２５　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

平成28年熊本地震災害義援金

　日本赤十字社及び共同募金会は４月15日
（金）より熊本地震災害義援金を受け付け、皆さ
まから多くのご寄付をお寄せいただいておりま
す。義援金は引き続き、被災地に設置された義
援金配分委員会を通じて、被災された皆さまへ
随時お届けしています。
　これからも温かいご支援、ご協力を宜しくお
願いします。

受付期間：平成28年４月15日（金）～

　　　　　　　平成29年３月31日（金）

義援金
合計額　335,268円　平成28年８月31日現在

※本会でお預かりした義援金の合計額になります。 順不同・敬称略

No 個人・団体名 金額（円）

1 森山産業（株） 40,000 

2 シニアクラブ 10,100 

3 （株）セレモニー宝典 134,882 

4 役場窓口 11,029 

5 匿名 1,000 

6 （社福）恵友会いぶき 18,446 

7 （社福）恵友会あさひ 10,000 

8 MaiMachi 106,198 

9 福祉センター窓口 379 

10 役場窓口 580 

11 音楽フェスティバル実行委員会 2,654 


