
野木町社会福祉協議会の野木町社会福祉協議会の
ホームページがリニューアルしました！！アルしました！！

見やすく使いやすいホームページにし、
地域の皆さまに広く社会福祉の情報を発信していきます地域の皆さまに広く社会福祉の情報を発信していきます

http://www.nogi-shakyo.or.jp

お知らせ

野木町社会福祉協議会・野木町社会福祉ボランティア連絡協議会

ホームページアドレス　http://www.nogi-shakyo.or.jp

ホープ館（野木町老人福祉センター）
講座受講生募集

第１回ひとりぐらし高齢者の交流会のお知らせ
「男の料理教室」の参加者募集



Ⓒ中央共同募金会

❶地域の活動と密接に連携した福祉の推進
❷介護保険サービス・障害福祉サービスの充実
❸ボランティア・町民活動の推進
❹福祉活動実践者の人材育成
❺災害ボランティアセンターの設置・運営訓練

【重点施策】

高齢者の社会参加と健康・生きがいづくり支援
・ひとりぐらし高齢者の交流会の開催
・ふれあいサロン事業／ふれあいサロン支援事業
・世代間交流事業
・老人レクリエーション大会・ペタンク大会の開催

５．当事者の社会参加と在宅生活支援

児童生徒等の福祉教育活動推進
・ボランティアサマースクール、
　小学生チャレンジスクールの開催
・One dayボランティアスクールの開催
・学童、生徒のボランティア活動普及事業
・教育機関（学校）における福祉教育への支援活動

４．福祉教育の推進活動

社会福祉等のボランティア活動支援
・ボランティア関係機関との連携と活動基盤整備
・ボランティア活動保険加入手続
・ボランティア団体等の活動支援
・災害時における支援活動
社会福祉等ボランティア活動の推進と担い手の育成
・ボランティア講座の開催

３．町民福祉活動の推進と連携・協働

相談援助活動
・ふれあい福祉総合相談の実施
権利擁護・成年後見の推進活動
・日常生活自立支援事業（愛称　あすてらす）
・成年後見制度に関する相談
生活資金等の支援活動
・社会福祉金庫
・生活福祉資金
・行路援護者援助

２．地域生活支援活動

社会福祉協議会組織機能強化
・理事会、評議員会、監事会の開催
・会員増強の推進
・善意の寄付受入

１．法人運営

デマンドタクシー「キラ輪
り ん

号」運行の管理経営
10．公共交通事業

福祉団体事務局
・野木町老人クラブ連合会事務局
・野木町身体障害者福祉会事務局
・野木町心身障害児者父母の会事務局
・野木町赤十字奉仕団事務局
・野木町社会福祉ボランティア連絡協議会事務局
日本赤十字活動と共同募金活動
・日本赤十字社栃木県支部野木町分区事務局
・栃木県共同募金会野木町支会事務局

９．団体活動支援・協力

広報・啓発活動
・社協情報誌の発刊とホームページの開設
・「ふくしのつどい」事業の開催

８．社会福祉の啓発と情報提供と表彰・感謝

野木町老人福祉センター（ホープ館）の管理・運営
老人福祉センター事業の実施
・生きがい講座
・健康体操教室

７．施設管理・経営

介護保険事業と障害者自立支援事業
・居宅介護支援事業
・訪問介護事業
・予防訪問介護事業
・自費訪問介護サービス事業
・障害者福祉居宅介護事業
高齢者の介護予防と包括的援助・支援
・野木町地域包括支援センターの運営
・安全安心見守りネットワーク事業
・通所型介護予防事業
・家庭科教室

６．居宅介護サービス事業の推進

高齢者の在宅生活支援
・配食サービス(友愛訪問)事業
・生活支援ホームヘルプ事業
・ふれあいサービス事業
・外出支援サービス事業
・福祉機器（車いす）貸出事業
・高齢者の相談
・介護出前講座の開催
障がい（児）者の社会参加と在宅生活支援
・障がい児者交流等事業
・視覚障がい者朗読テープの作成と貸出し
・視覚、聴覚障がい者を支援する手話・点字・朗
読の普及活動
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善 意 の 寄 付
・五家英子と楽しく踊ろう会よさこい野木支部様 …  　　  1,078円
・ふれあいサロン合同新年会参加者一同様 ………  　　　  118円
・杏林製薬株式会社様 ……………………………  液晶テレビ1台
・匿名様 ………………………………………………  　　  6,892円

・矢畑直売所様 ……………………………………  　 100,000円

・のぎまちづくりネットワーク様 ……………………  　　18,630円
・野木町立図書館(図書館カフェ)様  ………………  　　 2,000円
・潤島ソフトボール連盟様 …………………………  　　12,418円

・渡邉会計事務所様 …………………………………  　　50,000円

1月

2月

3月

ありがとうございました
4月

（18日～）

（～14日）

講座 内容 対象 実施予定

ボランティア全体研修会 福祉やボランティアに関する講演会 ボランティア会員 4月

小学生チャレンジスクール ハンディキャップ体験、福祉講座等 町内小学生 7月

ボランティアサマースクール 社会福祉施設体験等 中学生以上 7月

One day ボランティアスクール 1日福祉体験講座 町内中学校 8月

福祉講座 ( 手話・点字・朗読 ) 高齢者や障がい者等の理解を深めるための技術学習 一般町民 10月頃

傾聴ボランティア養成講座
高齢者や障がい者等の理解を深めるために必要な技術

( 傾聴 ) の学習
一般町民 10月頃

災害ボランティア養成講座 災害時におけるボランティア活動対応についての学習 一般町民 9月頃

生活福祉資金貸付事業
102

1,503

社会福祉基金事業
3,917

共同募金配分金事業
1,916

地域福祉ネットワーク事業
7,590

《平成26年度予算》
社協の財源は…

……で成り立っています。

社会福祉事業区分 108,108,146146千円
法人運営事業

38,525
地域福祉活動事業

3,485

障害福祉サービス事業
843

居宅介護等事業
17,450

ふれあいサロン事業

外出支援サービス事業
401

3,617

配食サービス事業
1,452

内訳（経理区分）（単位千円）

地域包括的支援
　センター事業

37,853

老人福祉センター管理運営事業
20,435

居宅介護支援事業
15,699

デマンド交通運営事業

17,211

会

費

寄
付
金

補
助
金
委
託
金
（
県
・
町
）

共
同
募
金 

配
分
金

公益事業区分
55,55,064064千円

資金貸付事業

平成26年度　各種ボランティア養成講座予定平成26年度　各種ボランティア養成講座予定
　野木町社会福祉協議会は、下記のとおり平成26年度の各種ボランティア養成講座を予定しています。

講座の詳細やお申込み方法などは、野木町社会福祉協議会「ぽけっと」やホームページ

(http://www.nogi-shakyo.or.jp)でお知らせしていきます。皆様のご参加お待ちしています。

朗読サービス(テープ)をご利用ください

　目の不自由な方や高齢者の方などで読むことに不便を感じる方に、町広報誌等の情報をテープに録音し、ご自宅まで郵便

でお届けするサービスを行っています。また、役場、図書館、ホープ館窓口にも録音テープを置いていますので、是非ご利

用ください。

4月より地域福祉課職員として勤務し

ています染谷と申します。

 ホープ館を利用する皆さまが楽しく

快適に過ごしていただけるよう精一杯

務めたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

染谷 敏治

[ 新入職員紹介 ]
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《受講申込方法》
●受講対象者／野木町在住60歳以上の方

●受　講　料／無料（教材費等は各自負担）

●申　込　先／ホープ館（老人福祉センター）へ直接ご来場の上、本人がお申し込みください。

（代理人の申し込み、電話での申し込みは受付できません。)

●受付期間／平成26年５月７日㈬～５月23日㈮まで（土・日・祝祭日は除く）

定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。

●受付時間／午前８時30分～午後５時15分

●オリエンテーション／平成26年６月６日㈮午前10時～（受講許可された方はご出席ください）

生きがい講座
体の老化防止・健康保持
柔軟運動・リハビリ等軽スポーツ等

各講座ともに初心者並びに前年度受講されていない方を対象とさせていただきます。

健康体操教室
講師／小澤　洋子先生

毎月　第１～４週　木曜日

午後１時30分～３時30分

定員　30名

水彩画＆
パステル画講座

講師／間野　匡彰先生

毎月　第１・3週　火曜日

午前10時～正午

定員　20名

初心者向け

竹細工講座
講師／前川　益徳先生

毎月　第3週　金曜日

午前1時～午後3時

定員　10名

フォークダンス
講座

講師／安生　忠男先生

毎月　第１～4週　金曜日

午前10時～正午

定員　20名

平成26年度平成26年度

ホープ館ホープ館（（野木町老人福祉センター野木町老人福祉センター））講座講座
　町内に在住の60歳以上の方を対象に、健康維持・増進と文化教養の向上を図る目的に、

明るく楽しく、生きがいのある暮らしが営めるよう、次の事業を行います。

　受講を希望される方は、下記によりお申し込みください。

初心者向け

H26年 6月～H27年 2月 H26年 6月～H27年 2月初心者向け

H26年 6月～H27年 2月 H26年 6月～H27年 2月初心者向け

押し花講座
講師／仲山　孝子先生

毎月　第1・3週　木曜日

午前10時～正午

定員　10名

H26年 6月～ 12月
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　大規模かつ突発的な災害が発生した際に、被災地の復旧・復興のために、多くのボランティアと被災者のニー

ズを結びつけるのが「災害ボランティアセンター」です。野木町社会福祉協議会では、町の地域防災計画に基づ

き、災害ボランティアセンターを設置・運営することとなります。

　昨年度に17名の委員で構成された災害ボランティアセンター活動計画策定委員会が設けられ、『野木町災害

ボランティアセンター設置・運営マニュアル』を策定しました。

　本マニュアルは、災害ボランティアセンターの設置・運営に関するより実践的な基準等を示したものです。今

後はマニュアルに基づき、災害ボランティアセンター設置・運営訓練を実施することで、災害発生時には状況に

応じた適切かつ迅速な対応ができるよう目指していきます。

野木町災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルを策野木町災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルを策定定

①ボランティアの安全が確保できること

②行政が取り組むことのできない活動である

　こと

③障がい者やひとり暮らし高齢者など、特に

　支援が必要な方を優先すること

④企業、商店への派遣は基本的に行わないこ

　と

栃木県社会福祉協議会及び野木町等と連携を取り合いなが

ら、支援の必要性を確認し、速やかな対応を行う。

【支援内容】

１.職員の派遣

２.ボランティアによる救援活動の支援調整

３.支援活動に必要な物品、資材及び器材の提供並びに斡旋

４.社会福祉施設に対する救援活動の支援調整

近隣市町村で災害が発生した場合ボランティアの派遣基準

・ボランティアに来た人への受付

・「ボランティア活動証明書」の発行

・依頼者からの電話や来所による受付(ニーズ把握)

・ボランティア依頼書の作成

・依頼書に基づくボランティアの確保とチーム編成

・ボランティア活動に際しての注意事項の説明

・ボランティア活動場所の説明

・送迎車や自転車の手配とボランティアの送り出し

・資機材の確保・管理

・ボランティアに必要な資機材の受け渡し

・電話対応 ・打合せ、ミーティングの進行と記録

・運営スタッフのローテーションの管理

災害ボランティアセンターの組織と内容

ボランティア受付班

ニーズ班

マッチング班

送り出し班

資材班

総務班

副
部
長

本
部
長

【被災者ニーズ】

（～してほしい）

・家の片づけ

（床下の泥だし）他

【ボランティアの派遣】

被災者とボランティアの結びつけ

（マッチング）

【ボランティア】

復興支援活動

（～したい）

・ニーズに対するお手伝い

災害ボランティアセンターの組織と内容

依頼依頼

調査調査 登録登録

派遣依頼派遣依頼
［災害ボランティアセンター］
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　野木町社会福祉協議会では、平成26年度第１回ひとりぐらし高齢者の交流会
を開催いたします。参加ご希望の方は、下記によりお申し込みください。
◆日　時  平成26年６月２日㈪
  午前10時～午後４時30分
◆行き先  足利市
  ・史跡足利学校
  ・あしかがフラワーパーク　他
◆交　通  町有バス
◆集合場所・時間 ホープ館（老人福祉センター）
 午前９時30分
◆参加対象者  町内在住65歳以上のひとり暮らしの方
◆申込定員  50名（定員になり次第締め切らせていただきます)
◆申込方法  受付は５月７日㈬～５月23日㈮です

　電話 ☎57-3100 又は、直接野木町社会福祉協議会（ホープ館）までお申込み
ください。
　また当日、ホープ館（老人福祉センター）までの送迎を希望される方は、申込みの
際、その旨をお伝えください。

日　時　　　平成26年6月17日(火)

　　　　　　　　　　7月 2日(水)

　　　　　　　　　　7月23日(水)

　　　　　　≪全3回≫10：00～12：00(9：50集合)

　　　　　　※第3回目：10：00～13：00

場　所　　　野木町公民館1回 幼児室

内　容　　　第1回(6/17)≪学び編≫

　　　　　　バランスのいい食事について学ぼう!等

　　　　　　第2回(7/2)≪応用編≫

　　　　　　食材から作る料理を決めよう!等

　　　　　　第3回(7/23)≪学び編≫

　　　　　　料理を実際に作ってみよう!等

講　師　　　野木町健康福祉課 管理栄養士

対　象　　　・野木町在住65歳以上の男性で

　　　　　　　料理に興味のある方

　　　　　　・全3回に参加できる方

持ち物　　　筆記用具

　　　　　　※第3回目：エプロン、三角巾、タオル

定　員　　　20人

　　　　　　(定員になり次第締め切らせていただきます)

申込受付　　平成26年5月7日(水)～
　　　　　野木町地域包括支援センター
 　　　　 ☎57-2400までお申込みください

平成26年度 第1回ひとりぐらし高齢者の交流会の案内

悩みごと・心配ごと・困ったことなど

～ささいなことでも、お気軽にご相談ください。～

ふれあい福祉総合相談
場所／ホープ館（野木町老人福祉センター内）

◎相談は無料・秘密は厳守いたします。
◎お問い合わせ又は事前予約先

野木町社会福祉協議会
（町ホープ館内）

0280-57-3100
0280-57-3101

相談種別 開設場所・時間 相談員 相談内容

心配ごと相談 第１・第３水曜日
10:00～12:00

民 生 児 童 委 員・
保護司・人権擁護委員

日頃の悩みごとなど
日常生活に関する相談

法律（弁護士）
相 談

奇数月の第 3 木曜日
5/15・7/17
10:00 ～12:00

※事前に予約が必要です。
弁護士

財産・扶養・土地・金
銭貸借・賠償・離婚等
の問題に関する相談

健 康 相 談
毎月第3金曜日
5/16・6/20
9:30 ～11:30

保健師 健康管理や健康指
導に関する相談

介 護 相 談 月～金曜日
8:30～17:15 介護関係職員 介護に関する相談

ボランティア相談 月～金曜日
8:30～17:15 社協職員 ボランティアに関する

相談

生活資金・地域
福祉権利擁護
相 談

月～金曜日
8:30～17:15 社協職員

生活福祉資金等貸付・
福祉サービス利用援
助・日常的金銭管理
サービスに関する相談

『男の料理教室』参加者募集

野木町社会福祉協議会
社会福祉法人

〒329-0101
栃木県下都賀郡野木町大字友沼5840-7（ホープ館）
TEL.（0280）57-３１００　FAX.（0280）57-３１０１
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