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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 371 185,500 1 1,000 0 0 372 186,500 

松 原 738 369,000 4 4,000 5 1,300 747 374,300 

新 橋 1,048 524,000 14 17,000 278 68,290 1,340 609,290 

野 木 432 216,000 2 2,000 0 0 434 218,000 

野 渡 374 187,000 2 2,000 0 0 376 189,000 

南赤塚 475 237,500 2 2,000 0 0 477 239,500 

中 谷 95 47,500 1 1,000 0 0 96 48,500 

丸林東 861 431,300 0 0 151 59,400 1,012 490,700 

丸林西 629 314,500 0 0 8 1,700 637 316,200 

潤 島 539 269,500 0 0 2 400 541 269,900 

若 林 163 81,500 5 5,000 8 800 176 87,300 

佐川野 233 116,500 0 0 0 0 233 116,500 

川 田 148 74,000 0 0 0 0 148 74,000 

区合計 6,106 3,053,800 31 34,000 452 131,890 6,589 3,219,690

賛　助　会　員（寄付含） 36 事業所 190,000

総　　　合　　　計 3,408,690

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 0 0 372 186,500 372 186,500 

松 原 1 2,000 740 368,650 741 370,650 

新 橋 3 6,000 1,392 590,561 1,395 596,561 

野 木 0 0 448 224,500 448 224,500 

野 渡 0 0 381 190,500 381 190,500 

南赤塚 0 0 491 246,550 491 246,550 

中 谷 0 0 96 48,000 96 48,000 

丸林東 0 0 1,022 482,400 1,022 482,400 

丸林西 1 2,000 637 308,200 638 310,200 

潤 島 0 0 546 272,000 546 272,000 

若 林 2 4,000 173 84,300 175 88,300 

佐川野 0 0 233 116,500 233 116,500 

川 田 0 0 148 74,000 148 74,000 

区合計 7 14,000 6,679 3,192,661 6,686 3,206,661

2019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

◦㈲平澤製作所
◦㈱ヒラサワ
◦㈱日誠工業
◦杏林製薬㈱わたらせ創薬センター
◦フクダ工業㈱
◦日本ピストンリング㈱栃木工場
◦ゼブラ㈱野木工場
◦㈱伊藤段ボール関東
◦栄研化学㈱野木事業所
◦寿工業㈱
◦㈱ＣＳＩジャパン
◦東洋精工㈱
◦㈲岩波興業
◦弘電商事㈱古河支店
◦永田運送㈲
◦㈲針谷工務店
◦㈲岡部電器
◦㈱サイサン　野木営業所
◦道浦工業㈱
◦㈱栃木銀行野木支店
◦㈱アイザックパッケージ事業本部野木工場
◦㈲舘野造園
◦栗田工業㈱クリタ開発センター
◦㈲山根工業
◦㈲三田商会
◦坂本香料㈱野木工場
◦㈲川島自動車工場
◦㈱長谷川工業
◦㈲新栄化成工業
◦虎屋電機㈱野木店
◦足利小山信用金庫野木支店
◦㈲峯造園
◦㈱ＵＡＣＪ製箔野木製造所
◦㈲大森造園土木
◦日鐡住金建材㈱野木製造所
◦㈱乃木鈴建設産業

野木町社会福祉協議会
賛助会員　(順不同・敬称略)

社協会員募集・日赤会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。

野木町社会福祉協議会会員・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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暮らしの中でのちょっとした困りごとのある人を支える協力会員を募集します。
昔、電気工事の仕事をしていた…大工さんだった…庭の手入れが得意…などなど
みなさんの「得意」を生かして、だれかのために活動してみませんか？

内　容　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

　　　　※実際の依頼例　・電球の取り換え
　　　　　　　　　　　　・ゴミ出し　等

日　時　 依頼がありましたら、皆様の活動可能日にあわせて
　　　　事務局からご連絡いたします。

問い合わせ先  野木町社会福祉協議会
　　 　　　　　　☎57-3100　ＦＡＸ：57-3101

ふれあいサービス協力会員募集

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、社協の車いす仕様車により、
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
　　　　依頼がありましたら
　　　　事務局からご連絡いたします。

報　酬　規定による

問い合わせ先  野木町社会福祉協議会
　　 　　　　　　☎57-3100　ＦＡＸ：57-3101

外出支援サービスドライバー募集

令和元年9月10日、第33回栃木県老人クラブ大会にて、
下記の方々が表彰されました。

◆老人クラブ育成功労者
　　新井　明石　様

◆加入促進運動優良老人クラブ
・クラブ数又は会員数が増加した市町老連
　　野木町老人クラブ連合会　様
・10名以上又は20％以上会員が増加した単位クラブ
　　丸東・朋友クラブ　様

◆広報誌コンクール優良老人クラブ
　　優秀賞　潤島福寿会　様

表彰受賞者の紹介

受賞された皆様
おめでとうございます

使い方はレクチャーいたします♪
車の運転が好きな方、誰かのために何かしたい方

お待ちしています！
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4

ボランティア   チャレンジスクールボランティア   チャレンジスクールボランティア   チャレンジスクール報
告

福祉講座、ふれあいサロン事前学習、
押し花体験

アイスブレイクでグループの団結を深め、手話・
点字・朗読を体験。
午後は、明日訪問するふれあいサロンの皆さま
にプレゼントとして押し花で栞を作りました。

ひまわり館見学、ふれあいサロン交流、
認知症サポーター養成講座

新しくオープンしたひまわり館を見学して、
町内のふれあいサロンに出発！
「あやとりを教えてもらった」「自分たちと
同じように元気でビックリした」との声。
認知症については寸劇で学び、明日の交流
に備えました。

ご協力くださった皆様、
ありがとうございました！
この４日間のまとめは、12月 14日（土）
ふくしのつどいのぎ 2019にて発表します！
詳しくは 8ページをご覧ください。

まとめと発表の審査をしていただいている間に、
お楽しみの竹細工講座、そして流しそうめんとバーベキュー♪
自分で作った器と箸で、ワイワイガヤガヤ楽しい昼食になりました。

まとめ、竹細工講座、流しそうめんとＢＢＱ

認知症疾患医療センターの方々の講義を受けて、利用者さんとの交流体験をしました。
参加者からは「認知症でも心は私たちと変わらない」「とても元気で病気があると思えなかった」
との感想がありました。

ピアポート千壽苑で交流

１日目１日目

2日目2日目

3日目3日目

4日目4日目

「認知症と高齢者」をテーマに４日間の体験学習を行いました。
この事業は、町民の皆様からいただいた社協会費を活用させていただいております。
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インフルエンザに注意!!!

「おれんじカフェ」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？
今年度は、毎月第 3 水曜日に開催予定です。

今年もインフルエンザに注意が必要な季節になってきましたね。
感染を防ぐには普段からの対策が必要です。特に、高齢者や子ども、
妊婦、持病のある方は注意が必要です！

おれんじカフェ

日　時 	 毎月第3水曜日
	 午後1時30分～午後3時30分
会　場 	 野木町総合サポートセンター　ひまわり館
内　容 	 講話、情報交換	など
	 11月（11／20）「音楽療法について」
	 　講師：ミュージックケア　ケアワーカー
	 12月（12／18）「認知症認定看護師とは？」
	 　講師：認知症認定看護師
	 1月（1／15）「栄養・食事について」
	 　講師：管理栄養士

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（本センター）	 ℡　57－2400
	 （サブセンター）	 ℡　23－2200

申し込
み不要

、

出入り
自由♪

・感染後の潜伏期間は1～7日
・38℃以上の熱が1～5日
・喉の痛み、咳、全身の倦怠感や
関節の痛みなど

・子どもの場合	 ･･･ 	再発熱と咳の悪化、呼吸困難、顔色が悪い、激しい嘔吐や下痢、
反応が悪い、意味不明の言動、水分がとれない、など

・大人の場合	 ･････ 	再発熱と咳の悪化、呼吸困難または息切れがある、胸の痛み、
激しい嘔吐や下痢、突然のめまい、水分がとれない、など

・	薬の処方を受け、
自宅で十分療養
する

初
期
症
状

重
症
化
の

サ
イ
ン

病
院
受
診

感染を防ぐには…
・外出を控える	 ・手洗い、うがい、手の消毒
・マスクの着用	 ・十分な睡眠と栄養摂取	 ・歯磨き、口腔ケア

インフル
エンザ
とは???

問い合わせ先
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10月より地域福祉係職員として勤務しています長瀬と
申します。
ホープ館をご利用される方、住民の方のよりよい暮ら
しのために、一生懸命努めたいと思います。よろしく
お願いいたします。

新入職員
あいさつ

長瀬

　　　　　　　　9 月　　　　　　　　
・野木ライオンズクラブ　様 … 50,000 円

・JUNCTION HAIR GALLERY
  スタッフ一同　様 ……………… 8,880 円
　　　　　　　　10 月　　　　　　　　
・渡邉会計事務所　様 …………… 50,000 円
・匿名　様 ………………………… 囲碁セット

善意の寄付 ありがとう
ございました!！
ありがとう
ございました!！

『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。

相談種別 相談日・時間 相談内容

心配ごと相談 毎月第１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 毎月第３木曜日
午前10時～正午

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

場所・
問い合
わせ先

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
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
　また、法律相談については原則として１人２回（2019年度内）とします

　　　　　　　　6 月　　　　　　　　
・匿名　様 …………………… ハガキ 13 枚
・昇栁会　様 …………………… 18,161 円
・野木町文化協会歌謡部　様 … 16,419 円
　　　　　　　　7 月　　　　　　　　
・ひまわりフェスティバル
  参加者　様 ……………………… 2,448 円
　　　　　　　　8 月　　　　　　　　
・野木町商工会女性部　様  … 20,000 円
・匿名　様  ……………………  6,000 円
・JUNCTION HAIR GALLERY
  スタッフ一同　様 ……………… 8,880 円
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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
令和元年10月24日発行
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ありがとうございました‼

≪6月≫
・野木町文化協会歌謡部　様 ………… 17,494円
・JUNCTION HAIR GALLERY
　スタッフ一同　様 ………………………8,880円
・昇柳会　様 …………………………… 20,400円
≪7月≫
・JUNCTION HAIR GALLERY
　スタッフ一同　様 ………………………8,880円
・野木町商工会女性部　様 …………… 10,000円
・真瀬 保男　様 ……………………… 籐椅子２台
≪8月≫
・JUNCTION HAIR GALLERY
　スタッフ一同　様 ………………………8,880円
・野木ライオンズクラブ　様 ………… 50,000円
　　 　　　　　　

善意の寄付善意の寄付 車いすをご利用ください車いすをご利用ください

≪10月（１日）≫
・渡邉会計事務所　様 ………………… 50,000円

　日常生活で車いすを必要とする方の
ために、無料で車いすを貸出していま
す。

【貸出要件】
・町内在住の方

※介護保険の要介護２以上の認定を
受けられた方は、介護保険が優先
されます。
　ただし、介護保険申請中の方は
貸出します。

・１回の貸出期間は２ヵ月以内とさせ
ていただきますが、延長される場合
は１年以内とさせていただきます。

問い合せ先

Tel:57-3100
Fax:57-3101

【芸歴】
高校時代から芝居の勉強を始める。
その後約十年芝居に携わる。
1999年4月 神田香織に入門 講談協会所属
1999年9月 前座
2003年4月 二ツ目昇進（芸名 神田織音）
2011年4月 真打昇進
【仕事経歴】
・講談一席(地域寄席・敬老会・イベントなど)
・成年後見制度のPR講談
・NHKラジオ「日曜バラエティー」レギュラー
出演(2010年～2013年)
・認知症の意識啓発講談
・講談で学ぶ遺言・相続 など

■主 催 ・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

■配布場所 ・野木町社会福祉協議会
（1人２枚まで 無くなり次第終了いたします）11月5日(火)～配布開始

■協 力 ・社会福祉法人パステル

お問い合わせ先 野木町社会福祉協議会 TEL 0280-57-3100

■日時
令和元年

12月14日(土)
午前10時～正午
■日時
野木エニスホール 小ホール

ふくしのつどいのぎ2019
～認知症について考えよう～

10：00～
◇町社会福祉協議会による表彰状と感謝状贈呈
10：35～
◇小学生による発表(2グループ)と表彰
ボランティアチャレンジスクールで学んだ
ことを発表します
11：10～
◇認知症予防講談
11：55～
◇地域包括支援センターの案内

講談で学ぶ認知症

講師プロフィール

講談師 神田織音

■入場整理券 １枚100円(但し、学生無料)
(全額、台風15号千葉災害義援金として寄付いたします)

車椅子席あります
手話通訳あります

講演終了後に
パンの販売等あります

か ん だ お り ね


