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住民同士の助け合いによって、
お互いに支え合う地域づくりを
目指します。

詳しくは、P4をご覧ください

ふれあいサービス始まります

ふれあいサービスとは？



区名

普通会員 特別会員 寄　付
合　計500 円以上

1,000 円未満 1,000 円以上 500 円未満

世帯数 金額・円 世帯数 金額・円 世帯数 金額・円 世帯数 金額・円

友 沼 373 186,500 1 1,000 374 187,500

松 原 733 366,500 2 2,000 12 3,700 747 372,200

新 橋 1,034 517,000 18 20,000 297 71,741 1,349 608,741

野 木 442 221,000 4 5,000 446 226,000

野 渡 376 188,000 1 1,000 377 189,000

南赤塚 500 250,000 2 2,000 1 280 503 252,280

中 谷 94 47,000 94 47,000

丸林東 896 448,000 4 4,000 144 57,000 1,044 509,000

丸林西 630 315,000 4 5,000 16 4,400 650 324,400

潤 島 534 267,000 1 1,000 3 500 538 268,500

若 林 164 82,000 4 4,000 9 900 177 87,900

佐川野 236 118,000 236 118,000

川 田 150 75,000 150 75,000

区合計 6,162 3,081,000 41 46,000 482 138,521 6,685 3,265,521

賛　助　会　員（寄付含） 41 事業所 204,000

総　　　合　　　計 3,469,521

区名

会員（会費） 協力会員（寄付金）
合　計

2,000 円以上 2,000 円未満

世帯数 金額・円 世帯数 金額・円 世帯数 金額・円

友 沼 374 187,500 374 187,500

松 原 754 373,750 754 373,750

新 橋 1 2,000 1,422 598,618 1,423 600,618

野 木 1 2,000 450 225,000 451 227,000

野 渡 377 188,500 377 188,500

南赤塚 1 2,000 493 246,300 494 248,300

中 谷 97 4,850 97 48,500

丸林東 1,023 484,500 1,023 484,500

丸林西 1 2,000 652 315,800 653 317,800

潤 島 1 2,000 542 270,000 543 272,000

若 林 3 6,000 180 87,400 183 93,400

佐川野 236 118,000 236 118,000

川 田 150 75,000 150 75,000

区合計 8 16,000 6,750 3,218,868 6,758 3,234,868

◦㈱UACJ 製箔野木工場
◦東洋精工㈱
◦日鐵住金建材㈱野木製造所
◦㈲山根工業
◦㈱乃木鈴建設産業
◦㈱アイザックパッケージ事業本部野木工場
◦㈲舘野造園
◦㈲峯造園
◦㈲岡部電器
◦㈲野木タクシー
◦㈱栃木銀行野木支店
◦道浦工業㈱
◦足利小山信用金庫野木支店
◦虎屋電機㈱ 野木店
◦小山農業協同組合野木支店
◦㈲針谷工務店
◦トーセロ・ロジスティクス㈱
◦㈲岩波興業
◦寺内電設㈱
◦㈱日誠工業
◦㈲平澤製作所
◦㈱ヒラサワ
◦㈲山田製作所
◦フクダ工業㈱
◦杏林製薬㈱わたらせ創薬センター
◦弘電商事㈱古河支所
◦㈲川島自動車工場
◦日本ピストンリング㈱栃木工場
◦㈱伊藤ダンボール関東
◦栄研化学㈱野木事業所
◦寿工業㈱
◦㈱CSI ジャパン
◦ゼブラ㈱野木工場
◦坂本香料㈱野木工場
◦㈱長谷川工業
◦㈲新栄化成工業
◦㈲針谷鐵工
◦㈲長浜商店
◦㈲読売センター野木
◦㈲岩﨑鉄工所
◦栗田工業㈱クリタ開発センター

賛助会員　(順不同・敬称略)
社協会員募集・日赤社員募集につきましては、
多くの皆様のご協力をいただき深く感謝申し上げます。

社協会員会費実績

日本赤十字社野木町分区会員・会費実績
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平成29年度

ご協力ありがとうございました
野木町社会福祉協議会会員募集
日本赤十字社会員募集



　今年も、7月24日～28日に「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」が開催されました。手話・
朗読・点字の福祉講座や福祉施設での交流体験活動など、福祉についての理解を深める盛りだくさんの5日間を過ごしまし
た。期間中には関係機関の方々や、町内の多くのボランティアの方々にご協力いただきました。ありがとうございました！

ボラサマ（高校生 3名、中学生 8名）

小チャレ（小学生 32 名）

手話体験 点字体験

パステル 虹の舎

　防災体験・車いすバスケットボール体験（宇都宮市）

竹細工&流しそうめんとBBQ

朗読体験

新橋児童館

ハンディキャップ体験　 福祉講座 オリジナル赤い羽根づくり

よく頑張りました！

うしさんとバルーンアート

最終日 世代間交流（合同プログラム）

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
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ふれあいサービスとは？
　暮らしの中でのちょっとした困りごとのある人（利用会員）とちょっとしたことをお手伝い
できる人（協力会員）が会員となり、助け合う活動を通じて、お互いさまの気持ちで支え合う
地域づくりを目指します。

住民参加型在宅福祉サービス事業

平成30年 2月1日（木）よりスタート

町内在住の下記の世帯
●65歳以上のみの世帯　
●要支援・要介護者のみの世帯
●障がい者のみの世帯

実施範囲は町内とし簡易な作業で1時間以内で終了するもの

●住居等の掃除及び整理整頓　　　　　●買物の付き添い、代行
●話し相手　　●身の回りの世話　　　●散歩、施設等への同行援護
●庭の手入れ　●家具、家電の移動　　●季節の服の取り換え など

 留意事項　依頼内容によっては対応できない作業がございますのでご了承ください。

1回当たり500円とし、「ふれあいサービス券」を事前に
野木町社会福祉協議会（ホープ館内）で購入していただきます。
※材料費・部品等の必要な経費については利用者負担になります。

協力会員として登録していただく町内在住の方

月曜日～金曜日（土日、祝日及び12月29日～1月3日を除く）
午前8時30分～午後5時

事業開始時期

お手伝い内容

利用対象者

利用負担

お手伝いする人

受付＆サービス提供時間

頼みたいけど、頼みにくいちょっとした困りごとお手伝いします

ふれあいサービス

買い物がしたいけど、
誰か手伝ってもらえると

助かるなぁ…。

家具が1人じゃ
運べないから、誰か手伝って

くれないかな？
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「困りごとのある人」のお手伝いをしませんか？
協力会員さんを募集しています！

その他にも、協力会員さんは、活動中の様々な事故によるケガや賠償責任を補償す
る保険に加入しますので、万一の時も安心して活動できます。

社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
〒329-0101　野木町大字友沼5840-7（野木町老人福祉センター内）
TEL：0280-57-3100　FAX：0280-57-3101
受付時間：平日午前8時30分～午後5時（土日、祝日及び12月29日～1月3日を除く） 

会員さんになって助け合い、支え合いましょう！ 

誰かの役に立てます
　あなたのできることを役立てることが出来ます。

学びのチャンスが広がります
　活動や研修会などを通じて学びがあります。

仲間が出来ます
　研修会・交流会を開催します。協力会員さん同士で
　新たな人のつながりができます。

＜申込手順＞

申込みは、窓口でのみ受付となります。 
※利用会員申込みについては、1月末の社協広報紙にて改めてご案内いたします。 

協力会員申込み

問い合わせ先

協力会員申込み期間
平成29年 10月30日（月）～12月20日（水）

❶
社協窓口にて

申込書の
受取り

❷
申込書へ必要

事項を記入して
申込み 

❸
事業説明会 

※事前に案内通知を
お送りします。 

❹
事業開始 

平成30年2月1日木 
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配食ボランティア

自家用車送迎ボランティア

ハンディキャップ指導ボランティア 

 外出支援サービス運転登録者も募集しています 

　65歳以上で様々な理由により調理が困難な高齢者に対して、昼食の弁当配達と安否
確認を行うボランティアです。

【内容】2人1組での配食活動。　運転、同乗、または両方。 
【日時】金曜日（月1回程度）午前10時45分　ホープ館（町老人福祉センター）集合 

　国分寺特別支援学校に通学する生徒さんの、自宅から野木町役場（通学バス停留所）

までの送迎のボランティアです。

【内容】 生徒の自宅から野木町役場（通学バス停留所）までの送迎
【日時】平日（月2～3回）　登校時/午前7時45分自宅 　下校時/午後3時野木町役場 

　65歳以上で公共交通機関を利用することが困難な利用者を、社協のリフト付車両により、
自宅と医療機関等の送迎を行います。

【内容】 利用者宅から依頼のあった原則町内の医療機関等までの送迎
【日時】 平日午前8時～午後5時の間で依頼がありましたら事務局からご連絡いたします。

　町内の小中学校や地域で行う福祉教育の指導（補助）のボランティアです。

【内容】 車いす体験、アイマスク体験、 高齢者疑似体験の指導（補助）。
【日時】 学校などから依頼がありましたら、事務局からご連絡いたします。

申込み・問い合わせ先
野木町社会福祉協議会　☎0280-57-3100

ボランティア募集
あなたのチカラが、地域の笑顔につながります（^^♪
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　「ひまわりカフェ」とは認知症の方やその介護をしている方、認知症に関心がある方など、
誰でも気軽に利用できる憩いの場です。認知症に関することをみんなで共有してみませんか？
平成２９年度は２回開催予定です。

～認知症についてみんなで話そう～

ひまわりカフェ

高齢者介護何でも相談会

日　時　：　平成２９年１１月１５日（水）
　　　　　　午後1時30分～午後３時30分
会　場　：　野木町老人福祉センター（ホープ館）

第１回

日　時　：　平成３０年２月１４日（水）
　　　　　　午後１時30分～午後３時30分
会　場　：　野木町公民館

第２回

・講話　 認知症とは？
　講師　 古河赤十字病院認知症疾患医療センター
・情報交換など

内　容

問い合わせ先 野木町役場　健康福祉課高齢対策係　　　　　℡５７－４１７３
野木町地域包括支援センター（ホープ館内）　　℡５７－２４００

　『介護でお困りなことや心配なこと、日ごろ聞けない悩み、どうしたら
いいのか？』等、相談できます。お気軽にお越しください。

地域包括支援センターでは､ 上記の相談会以外でも随時相談をお受けしています。
日 時：月～金曜日 午前8時30分～午後5時15分（祝日､ 年末年始12/29～翌年1/3を除く）

日 程 平成29年11月17日（金）
時 間 午前10時～午前11時 
場 所 ホープ館 1階 相談室 
内 容 ・介護保険について（申請の流れ、サービスの利用方法等）
　　  ・認知症の方への接し方について 等

〈問い合わせ先〉野木町地域包括支援センター（ホープ館内）
　　　　　　　☎0280-57-2400  FAX 0280-57-1117

申し込み不要、
出入り自由です！
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非常勤登録ホームヘルパー募集
給　与：時給1,200円～
資　格：介護職員初任者研修
　　　 （ホームヘルパー2級）以上 
　　　　普通自動車運転免許（自家用車）
時　間：午前8時～午後8時
　　　 （時間帯・曜日応相談）
勤　務：週1日～3日程度
その他：年2回
　　　　処遇改善金一時金支給あり

　　　

申込み・問い合わせ先
社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
〒329-0101
栃木県下都賀郡野木町大字友沼5840-7 
TEL：0280-57-3100
FAX：0280-57-3101

ご家庭を訪問し生活援助や身体介護
の援助をします。

＜生活援助＞
・食事の準備
・買い物　
・住居の掃除
・洗濯等

＜身体介護＞
・食事　　　・服薬介助
・入浴　　　・排泄介助
・清拭　　　・体位変換
・移動介助　・着替え
・洗面　　　・身だしなみの介助 

仕事の内容

社会福祉法人
野木町社会福祉協議会

〒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
●企画・編集／野木町社会福祉協議会
平成29年10月26日発行

ありがとうございました‼

≪6月≫（23日～）
・匿名　様 …………………………… 100,000円
・野木町文化協会歌謡部　様 ………… 19,520円
・昇柳会　様 …………………………… 17,681円
・五家 英子　様 ………………………… 車椅子1台
≪7月≫
 ・佐藤 真由美　様 ………………… はがき30枚
≪8月≫
 ・野木町商工会女性部　様 …………… 27,000円
≪9月≫
 ・杏林製薬株式会社 わたらせ創薬センター　様
　 ……………………………… ｲｰ ｼﾞｱｯﾌﾟﾃﾝﾄ 1台
 ・のぎ楽市実行委員会　様 …………… 10,720円
≪10月≫（～17日）
・渡邉会計事務所　様 ………………… 50,000円
・野木ライオンズクラブ　様 ………… 50,000円
・古河ヤクルト販売株式会社　様 …… 41,000円

善意の寄付善意の寄付 「ふれあい福祉総合相談」の
お知らせ

　野木町社会福祉協議会では、日頃から抱えている
いろいろな悩みや問題について、相談に応じられる
ように「ふれあい福祉総合相談」を開設しています。

ホープ館
老人福祉センター

至小山

至古河
GS

図書館

線
号
４
道
国

駅
木
野

署
防
消

●相談は無料・秘密は厳守いたします
●法律相談は、事前予約が必要です

野木町社会福祉協議会
(野木町老人センター内 )
電　話　57-３１００
ＦＡＸ　57-３１０１

場所・問い合わせ先

相談種別 相談日・時間 相談内容

心配ごと相談
毎月

第１·第３水曜日
午前10時～正午

家庭の悩み
心配ごとのある方

法律 (弁護士 )相談
11/16・1/18 法律に関わる相談のある方

予約が必要ですので、
下記までご連絡ください。

ボランティア相談
月～金曜日

午前 8 時 30 分～
午後 5 時 15 分

ボランティア保険の加入や、
社会福祉支援活動等に
関する相談のある方

介護相談
月～金曜日

午前 8 時 30 分～
午後 5 時 15 分

介護に関する相談のある方

生活資金・
地域福祉権利
擁護相談

月～金曜日
午前 8 時 30 分～
午後 5 時 15 分

生活資金や日常金銭
管理に心配のある方

奇数月の第 ３ 木曜日
午前 10 時～正午


