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日時　2018年

　　　５月20日（日）
　　　10:00～14:00
会場　エコ・ハウスたかねざわ

エコ・ハウスたかねざわ主催のエコ・フェスタにて

第５回フード・ドライブを実施します。当日は、会場

内のテントで右記の食品を募集しますので、皆様の

ご協力をお願いいたします。

第５回フード・ドライブを
実施します!!
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第５回フード・ドライブを
実施します!!

＜お問合せ先＞フードバンクたかねざわ事務局
　　　　　　　社会福祉協議会
　　　　　　　０２８－６７５－４７７７

フード・ドライブとは？？

皆様の家庭であまっている食べ物を寄付して
いただき、様々な理由で食べ物に困っている
方々にお届けする活動です。

ご寄付いただきたい食品

　●お米・麺類
　●インスタント・レトルト食品
　●缶詰・瓶詰　●のり、お茶漬けなど
※原則、賞味・消費期限が 2018年７月以降で、
　未開封の保存食品に限らせていただきます。

社協では各行政区を通じて社協会費と日本赤十字会費の「会員増強運動」を展開しています。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。　

　●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
　●日赤会費・・・１世帯５００円

＜運動期間＞
５月１日から５月31日まで

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。

日本赤十字社会費の
使　　　い　　　道

町内の高齢者、身体障がい者、ひとり親世帯、ボランティア活動など福祉全般の
活動費として活用されます。

社　協　会　費　の
使　　　い　　　道

社協会費＆日本赤十字会費の活動にご理解をお願いします

●平成30年度事業計画・一般会計当初予算

●平成29年度赤い羽根共同募金のご報告

●お知らせ・募集

●『新規事業』法律相談事業

●地域の居場所サロン交流会

●社協会費＆日本赤十字会費へのご協力のお願い

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

災害ボランティア講座の様子
（詳細P４）

災害ボランティア講座の様子
（詳細P４）
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事　業　計　画

New

New

★…愛の基金事業　♠…共同募金配分事業

平成30年度より無料法律相談を実施します。
法律に関わることでお困りの場合、また、法的トラブルにまきこまれている場合など、
県弁護士会から派遣の弁護士による専門的で適切な助言指導を行いますので、ご活用下さい。

【開催日】　①６月15日（金）②９月14日（金）③12月14日（金）④３月15日（金）
【時　間】　午前９時30分から12時（定員５人。１人30分間程度）
【場　所】　高根沢町福祉センター会議室（高根沢町石末1825町民広場内）
【対象者】　町内に居住する方
【申込み】　事前予約が必要です。開催日１か月前から電話または来所にてお申込みください。（先着順）
　　　　　　  申込先：社会福祉協議会　☎０２８－６７５－４７７７

【備　考】　円滑に相談を行っていただくために、ご予約時に相談の内容をお伺いしますので、
　　　　　　  ご予約の際は事前に相談内容をまとめておいていただくとスムーズですのでご協力を
　　　　　　  お願いします。

地 域 福 祉 事 業
●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
●安心見守り牛乳事業★
●日常生活用具貸与事業
　（介護ベッド・車椅子・歩行器等）
●赤い羽根共同募金地域助成事業♠
　　 地域福祉活動計画の策定（2ヶ年）

介 護 予 防 事 業
●一般高齢者介護予防事業
　「元気はつらつ教室」の開催
●高根沢町生活支援協議会への参画
●生活支援コーディネーターの配置と生活支援
　サービスの構築

福祉センターの指定管理運営
●各種団体の会議室利用
●福祉総合相談窓口の設置
●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、カラオケ、民舞、手芸、
　パソコンサークルなど

ボランティア、住民活動の育成・強化活動
●ボランティア保険助成事業★
●朗読ボランティアとの連携
●障がい児支援ボランティアとの連携
●志民活動サポートセンターへの参画
●災害ボランティア養成講座♠

福 祉 教 育 事 業
●町内保育園と地区のシニアクラブ会員との交流
　事業♠
●児童生徒等に対する福祉体験講師派遣
●学生ボランティア体験事業（サマボラ）♠

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)設置★
●地域の居場所担い手スキルアップ講座★
●日常生活自立(あすてらす)支援事業
●ひとり暮らし高齢者等布団丸洗い事業（年２回）

障がい者福祉対策事業
●視力障がい者への広報等朗読テープ配布事業
●定期手話講習会、講習生研修の開催★
●障がい児とボランティアの交流事業♠

災害 時対 策 事 業
●災害時要援護者調査および台帳整備事業
●在宅福祉ネットと連携した福祉避難所設置

情 報 発 信
●広報誌「社協だより」の発行♠
●町広報誌「広報たかねざわ」での啓発
●町内各種イベントでの啓発
●ホームページ、等のＷｅｂ啓発の強化

援 護 事 業
●心配ごと相談所の開設
●生活福祉資金貸付事業
●町福祉金庫の運営
●行路人旅費貸与事業★
●火災見舞い金品の給付
●不要入れ歯リサイクル事業
●フードバンクたかねざわ事業♠
　　高根沢町法律相談事業の実施

そ の 他 の 活 動
●日本赤十字事業・赤十字奉仕団活動
●赤い羽根共同募金事業
●町愛の基金及び善意銀行の運営
●各種義援金・救援金の募集
●町シニアクラブ（運営支援）
●町ひとり親家庭福祉会（運営支援）
●町身体障害者福祉会（運営支援）
●在宅福祉ネットへの協力

一人で悩まず、解決に向けて、一歩踏み出してみませんか

社会福祉法人高根沢町社会  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  事業計画・一般会計当初予算
平成 30 年 度

当　初　予　算

無料法律相談（ 町委託事業）
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無料法律相談（ 町委託事業）

平成₃₀年度当初予算 ︵事業別 ︶
事   業   名 平成₂₉年度 平成₃₀年度 比較増減

₁ 法人運営 25,906,000 25,985,000 79,000
₂ 高齢者ネットワーク事業 2,796,000 2,820,000 24,000
₃ 布団丸洗いサービス事業 40,000 76,000 36,000
₄ 地域の居場所活性化事業 482,000 472,000 △ 10,000
₅ 総合相談窓口事業 354,000 414,000 60,000 
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3たかねざわ社協だより

平成29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30年度 配分予定事業
【地域の福祉事業】

　　　学生ボランティアセンター

　　　障がい児交流事業

【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

平成29年度実績額 ３，１７０，０２６円

募金協力法人・団体（敬称略・順不同）

森山産業株式会社
有限会社すずきや
高根沢シルバーホーム
恵友会いぶき
恵友会あさひ
エコ・ハウスたかねざわ
高齢者介護施設宝夢
山崎新聞
小森整骨院

ちょっ蔵情報館
昭和軒
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
高根沢町更生保護女性会
県庁各課等

たむら
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
ＪＡしおのや
宇都宮ガーデンゴルフクラブ
ミートショップこしみず
駅前理容店

平成30年度
赤い羽根共同募金地域助成事業申請受付中
　赤い羽根共同募金会では、高根沢町の地域を良くする取り組みを応援する助成事業を行っています。
申請をご希望の場合はお気軽にお問合せください。

◆対象団体　自治会や公民館、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事業（上限５万円）
◆助成金総額　90万円
◆申請〆切り　平成30年５月25日（金）
◆申込方法　所定の申請書及び必要書類（団体会則や通帳写し）を本会までご提出ください
　　　　　　様式はホームページでダウンロード可
◆そ の 他　審査委員会において書類審査を行います。審査の結果、減額や助成できない場合
　　　　　　もあります。

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～

　　　フードバンク事業　　　高齢者と子どもの交流会

　　　災害ボランティア養成講座NEWNEW

災害ボランティア講座

地域の居場所作り事業
ふれあいいきいきサロン活動のご紹介

サロン担い手講座

　１月27日(土)、28日(日)の２日間、
町福祉センターを会場に「災害ボラン
ティア養成講座」を開催しました。
　この講座は、いつどこで起きても
おかしくない自然災害に備えて、避難
所や災害ボランティアセンターなどで
活動する人材を育成するため、活動に
必要な知識と体験をすることを目的に
実施しました。
　１日目を初級編として災害経験者の
体験談や災害ボランティアを行うに
あたって知っておいてもらいたい知識
を学び、２日目を応用編として模擬
災害ボランティア体験や避難所運営
ゲームなど盛り込んだ体験を行いま
した。
受講者16名には受講バッチを授与し、
町災害ボランティア名簿に登録して
いただきました。

　町内のサロン「宝石台サロンにっこり」と「仁井田暖談
ふえるど」に、さくら市の「大野ヶ原サロン」の皆さん12名
が視察にいらっしゃいました。
　各サロンの参加者と一緒に活動体験をしたり、お互いの
サロンについて話し合ったりと、とても有意義な交流会と
なりました。

　第１回は町の生活支援サポー
ター養成講座に参加し、ボラン
ティアや高齢者について理解
を深めました。
　第２回には健康体操講座を
行い、座ってできる簡単な体操
やタオルを使用した体操を教え
ていただきました。
　第３回はおいしいコーヒー
講座【初級編】を行い、道具
の説明やサロンでもできる
コーヒーの淹れ方を教わりま
した。

交流会の様子【平成 30年２月22日】 第３回コーヒー講座

HUG体験

救命講習

受講バッチ
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5たかねざわ社協だより

　初心者の方でも楽しく手話が身につけられる
内容です。
　※見学や体験、申し込みは随時受け付けてい
ます。

◆実施期間　毎週水曜日19時～20時30分
◆開 講 式　５月23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
◆問合せ先　社会福祉協議会
　　　　　　☎０２８－６７５－４７７７

ボランティア保険

　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、そうした場合に備え、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。
※補償期間：平成30年４月1日から平成31年３月31日
※平成29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。

ひとり親家庭学習支援事業
（無料学習塾）開催のお知らせ

手話講習会受講生募集

ひとり親家庭のお子さんを対象とした無料学習塾を
行っています。

◆実施場所　高根沢町図書館中央館
◆実施日時　平成30年４月から平成31年３月まで
　　　　　　原則として、毎週土曜日
　　　　　　18:00～20:00の２時間程度
◆対 象 者　ひとり親家庭の小学生高学年、中学生
　　　　　　10名程度
　　　　　　※親の送迎を条件とします。
◆実施主体　高根沢町ひとり親家庭福祉会
◆申込・問合先　栃木県ひとり親家庭福祉連合会
　　　　　　　　☎０２８－６６５－７８０６

　町では平成30年、31年の２ヶ年をかけて「地域福祉計画」を策定します。それに併せて社協では「地

域福祉活動計画」を策定します。

　この計画は、子どもからお年寄りまで、障がいのあるなしにかかわらず誰もが、住み慣れた地域

で自分らしく安心して暮らせる社会を目指し、薄れつつある住民同士の「つながり」を作り、また、
支援を必要とする支えられる方々も支える側として

活躍できる「支え合い」を作り出すことを目的とし
て策定します。

　そのための行政の指針が「地域福祉計画」であり、
住民と一緒に福祉の専門家が活動する指針が「地域
福祉活動計画」です。
　計画の第一歩として、住民アンケートやお住いの

地区で開催される懇談会など皆様のご意見を伺う場

を準備しております。その際は是非ご参加いただき、

ご意見をお聞かせください。

　生活上のさまざまな悩みや心配ごとに対して、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ます。お気軽にご相談ください。

◆開催日

◆時　間　10時から14時
◆会　場　図書館中央館２Ｆ会議室
　　　　　（高根沢町宝積寺1220番地2）
◆その他　相談無料・予約不要・秘密厳守

【メンバー募集について】

　朗読ボランティア「みすず会」は、毎月

広報たかねざわと、５月と10月には「た

かねざわ社協だより」を音訳し、録音し

たカセットテープを視覚障がい者や高齢

者に届けています。

　年齢、性別は問いません。

興味のある方は一緒に活動してみませんか？

【録音テープ配布について】

　みすず会では、録音テープを利用した

い方も募集しております。

　録音テープは毎月１日までにご自宅へ

直接お届けいたします。

（※テープは再利用のため、届けた際に

前回配布分を回収いたします。）

◆問合せ・利用希望について　社会福祉協議会　 ☎０２８－６７５－４７７７

朗読ボランティア

無料相談
心配ごと相談所案内

募集

募集

年　間

保険料

基本タイプ ３５０円

天災タイプ
（地震・噴火・津波）

５００円

体操教室
いつまでも元気に過ごすため、はじめませんか？介護予防！いつまでも元気に過ごすため、はじめませんか？介護予防！

＜会場および開催日＞

申込み：開催日の前日までに、社会福祉協議会　☎028－675－4777　にご連絡下さい。

　明るく楽しくいきいきと、毎日を送るため

には、頭と体の健康が第一です。

　社協では元気に過ごせるよう、介護予防教室

を開催しています。みんなで楽しく運動しな

がら、頭と体を活性化させましょう。

●対象者：60歳以上
●時　間：午前10時から11時45分
●持ち物：タオル、飲み物、動きやすい服装

地域福祉計画と地域福祉活動計画の策定が始まります。

月 福祉センター① 福祉センター② 仁井田ふれあい広場 上高ふれあいセンター 図書館中央館

４月

毎週火曜日
毎週木曜日

11日（水） 18日（水） 25日（水）

５月 ９日（水） 16日（水） 23日（水）

６月 13日（水） 20日（水） 27日（水）

７月 11日（水） 18日（水） 25日（水）

８月 ８日（水） 22日（水） 29日（水）

９月 12日（水） 19日（水） 26日（水）

満員です
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　計画の第一歩として、住民アンケートやお住いの

地区で開催される懇談会など皆様のご意見を伺う場

を準備しております。その際は是非ご参加いただき、

ご意見をお聞かせください。

　生活上のさまざまな悩みや心配ごとに対して、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ます。お気軽にご相談ください。

◆開催日

◆時　間　10時から14時
◆会　場　図書館中央館２Ｆ会議室
　　　　　（高根沢町宝積寺1220番地2）
◆その他　相談無料・予約不要・秘密厳守

【メンバー募集について】

　朗読ボランティア「みすず会」は、毎月

広報たかねざわと、５月と10月には「た

かねざわ社協だより」を音訳し、録音し

たカセットテープを視覚障がい者や高齢

者に届けています。

　年齢、性別は問いません。

興味のある方は一緒に活動してみませんか？

【録音テープ配布について】

　みすず会では、録音テープを利用した

い方も募集しております。

　録音テープは毎月１日までにご自宅へ

直接お届けいたします。

（※テープは再利用のため、届けた際に

前回配布分を回収いたします。）

◆問合せ・利用希望について　社会福祉協議会　 ☎０２８－６７５－４７７７

朗読ボランティア

無料相談
心配ごと相談所案内

募集

募集

年　間

保険料

基本タイプ ３５０円

天災タイプ
（地震・噴火・津波）

５００円

体操教室
いつまでも元気に過ごすため、はじめませんか？介護予防！いつまでも元気に過ごすため、はじめませんか？介護予防！

＜会場および開催日＞

申込み：開催日の前日までに、社会福祉協議会　☎028－675－4777　にご連絡下さい。

　明るく楽しくいきいきと、毎日を送るため

には、頭と体の健康が第一です。

　社協では元気に過ごせるよう、介護予防教室

を開催しています。みんなで楽しく運動しな

がら、頭と体を活性化させましょう。

●対象者：60歳以上
●時　間：午前10時から11時45分
●持ち物：タオル、飲み物、動きやすい服装

地域福祉計画と地域福祉活動計画の策定が始まります。

４月 ３日（火） 17日（火）
５月 ８日（火） 23日（水）
６月 ７日（木） 21日（木）
７月 ５日（木） 24日（火）
８月 ７日（火） 21日（火）
９月 ６日（木） 20日（木）
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日時　2018年

　　　５月20日（日）
　　　10:00～14:00
会場　エコ・ハウスたかねざわ

エコ・ハウスたかねざわ主催のエコ・フェスタにて

第５回フード・ドライブを実施します。当日は、会場

内のテントで右記の食品を募集しますので、皆様の

ご協力をお願いいたします。

第５回フード・ドライブを
実施します!!

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第５５５５５５５５５５５５５５ ブブブブブブをををををををををををををををををを第第第５５５５５５５５５５５５５５５回回回回回回回回回回回回回回回フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフーーーーーーーードドドドドドドドドドドドドドドドドドドドド・・・・・・・・・・・・・・・ドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドララララララララララララララララララララライイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブををををををををををををををををををををを
実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実施施施施施施施施施施施施施施施施施施しししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすす!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

第５回フード・ドライブを
実施します!!

＜お問合せ先＞フードバンクたかねざわ事務局
　　　　　　　社会福祉協議会
　　　　　　　０２８－６７５－４７７７

フード・ドライブとは？？

皆様の家庭であまっている食べ物を寄付して
いただき、様々な理由で食べ物に困っている
方々にお届けする活動です。

ご寄付いただきたい食品

　●お米・麺類
　●インスタント・レトルト食品
　●缶詰・瓶詰　●のり、お茶漬けなど
※原則、賞味・消費期限が 2018年７月以降で、
　未開封の保存食品に限らせていただきます。

社協では各行政区を通じて社協会費と日本赤十字会費の「会員増強運動」を展開しています。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。　

　●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
　●日赤会費・・・１世帯５００円

＜運動期間＞
５月１日から５月31日まで

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。

日本赤十字社会費の
使　　　い　　　道

町内の高齢者、身体障がい者、ひとり親世帯、ボランティア活動など福祉全般の
活動費として活用されます。

社　協　会　費　の
使　　　い　　　道

社協会費＆日本赤十字会費の活動にご理解をお願いします

●平成30年度事業計画・一般会計当初予算

●平成29年度赤い羽根共同募金のご報告

●お知らせ・募集

●『新規事業』法律相談事業

●地域の居場所サロン交流会

●社協会費＆日本赤十字会費へのご協力のお願い

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

災害ボランティア講座の様子
（詳細P４）

災害ボランティア講座の様子
（詳細P４）

2018
5月号
Vol.10

たかねざわたかねざわ

社協だより社協だより

10

101
176

ＪＲ烏
山線

健康で、明るく、安心して暮らす
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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:takanezawa@takashakyo.jp
TEL:028-675-4777　FAX:028-675-6953

編　集
発　行

検索たかねざわ社協


