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ぽけっと130号にて予告しました「ふくしのつどいのぎ2021」は、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となりました。

福祉教育

世代間交流事業



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

件　数 金　額 件　数 金　額 件　数 金　額

友　沼 0 0 368 184,500 368 184,500 

松　原 0 0 713 354,330 713 354,330 

新　橋 4 8,000 1,255 553,298 1,259 561,298 

野　木 0 0 438 219,500 438 219,500 

野　渡 0 0 376 188,000 376 188,000 

南赤塚 0 0 548 274,000 548 274,000 

中　谷 0 0 94 47,000 94 47,000 

丸林東 0 0 1,051 498,000 1,051 498,000 

丸林西 0 0 634 309,300 634 309,300 

潤　島 0 0 538 267,100 538 267,100 

若　林 3 6,000 163 78,500 166 84,500 

佐川野 0 0 230 115,000 230 115,000 

川　田 0 0 149 74,500 149 74,500 

総合計 7 14,000 6,557 3,163,028 6,564 3,177,028

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。

日本赤十字社野木町分区会員・会費実績

株式会社セブン-イレブン・ジャパン様から
商品の寄贈を受けました。

　株式会社セブン‐イレブン・ジャパン様は、栃木県、栃木県社会

福祉協議会と「社会福祉貢献活動に係る寄贈品に関する協定」を

令和2年3月に締結し、店舗改装等で発生する在庫商品の一部を

地域福祉の推進に役立てることを目的に、社会福祉協議会へ寄

贈する取り組みを行っています。

　今回、野木町社協でも加工食品や日用品の寄贈を受け、本会が

実施する様々な事業や、町フードドライブ、地域食堂、児童養護施

設などに配分し、地域福祉のために活用させていただきました。

たくさんの商品を寄贈していただき、ありがとうございました。

受賞者紹介

優良老人クラブ
野渡シニアクラブ

老人クラブ育成功労者表彰
山野井　勝義 様
(野木一二仲会）

広報誌コンクール
優秀賞

潤島福寿会

えんじゅクラブ通信
令和3年9月2日　第35回栃木県老人クラブ大会において、次の方々が表彰されました。
この表彰は、優良老人クラブ及び永年老人クラブの育成に功労があった方、広報誌発刊活動が
優秀である老人クラブに送られます。受賞されました皆さまに心よりお祝いを申し上げます。

野木町社会福祉協議会では、企業や商店の社会貢献活動、
社会福祉法人の地域における公益的な活動についてのご相談もお受けしております。
ご相談等は野木町社会福祉協議会（☎0280-57-3100）までお寄せください。

　「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？

おれんじカフェおれんじカフェ

●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
●日　時：11月26日（金）  「福祉用具について」
            　 12月20日（月）  「オーラルフレイルについて」
                 1月21日（金）  「地域の支え合いづくりについて」
            　  14時～15時
●定　員：先着15名（※要事前申し込み）

＊開催月により申し込み開始日が異なりますので、町の広報をご確認の上問い合わせ先へお電話、
　または町保健センター窓口までお申し込み下さい
＊感染症予防のため会場内での飲食はお控えください。（飲み物の提供は行いません。）
＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、状況により中止する場合があります。
　　＜問合せ先＞　野木町役場　健康福祉課高齢対策係　　  　℡　57-4173

令和3年度
ご協力ありがとうございました日本赤十字社会員募集
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ご相談・お問い合わせ先　　野木町社会福祉協議会　　電話 57-3100

　65歳以上の方を対象に、昼食の弁当配達と安
否確認を行うボランティアです！
　現在、39名のボランティアが活動しています。
　月に1回程度のボランティアなので、無理な
く続けることができると思います♪

【日時】　金曜日（月1回程度）
　　　　10時45分～1時間くらい
【場所】　ホープ館集合、解散
【内容】　2人1組での配食活動
　　　　運転・同乗のどちらか、
　　　　または両方

　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、社協のリフト付き車両により自
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30分～午後5時の間で
　　　　依頼のあった時間帯。
　　　　依頼がありましたら事務局から
　　　　ご連絡いたします。

配食ボランティア募集配食ボランティア募集 外出支援サービス運転外出支援サービス運転
登録者募集登録者募集

日常生活自立支援事業(あすてらす)は
高齢や障がいのために、判断能力に不安のある方が、
地域で安心して生活できるようにお手伝いをする事業です。

特に運転が
出来る方を
募集中！！

【問い合わせ先】【問い合わせ先】
　野木町社会福祉協議会（町老人福祉センター内）
　野木町大字友沼5840-7　電話 57-3100   FAX 57-3101

日常生活自立支援事業の案内日常生活自立支援事業の案内

ふれあいサービスふれあいサービス
【書類等預かりサービス】
大切な書類や印鑑などのお預かり

●銀行の貸金庫などを利用して次のものを
　お預かりします。
　預貯金通帳、はんこ、年金証書、
　権利証、契約書類など
※ただし、現金、株券、貴金属類等は
　預かれません

・判断能力に不安があり、福祉サービスの
　利用や日常的な金銭管理がうまくできない方
・契約やサービスの内容を理解できる方
・利用意思が確認できる方
　（関係者や本人以外の人が良かれと思っても、
　本人が希望しない場合は利用できません。）

【福祉サービス利用援助】
福祉サービス(ホームヘルパーやデイサービスなど)を
利用するためのお手伝い

●福祉サービスの利用についての情報提供や相談
●福祉サービスの利用や、やめるために必要な手続きのお手伝い
●福祉サービスを利用して不満や苦情があったら、
　苦情解決制度を利用する手続きのお手伝い

【日常的金銭管理サービス】
日常的なお金の出し入れのお手伝い

●福祉サービス利用料、医療費、税金、
　公共料金等を支払うお手伝い
●生活に必要なお金を、ご本人の通帳から
　払い戻してお渡しします。
　また、預け入れるお手伝いもできます。

援助の
内容

対象となる方は、
次の全項目に
該当される方です。

相談にかかる費用は無料です。
契約後、利用料金は
次のとおりです。

お手伝いの内容 料金
●福祉サービス利用のお手伝い
●日常的なお金の出し入れの
　お手伝い

1回（概ね1時間）
1,000円

●大切な書類や印鑑などのお預かり 月額500円

※生活保護を受けている方は、利用料が免除されます。

対象者 利用料

　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、助け合う活動を通して、お互い様の気
持ちで支え合う地域づくりを目指します。

【利用対象者】　●65歳以上のみの世帯　●要介護・要支援者のみの世帯　●障がい者のみの世帯

【支援の内容】　簡易な作業でおおむね1時間以内で終了するもの（実施範囲は町内のみ）
　　　　　　　  ●住居等の掃除または整理整頓　　●買い物の付き添い、代行
　　　　　　　  ●身の回りの世話　　　　　　　　●家具の移動　　など
　　　　　　　　

【支援の流れ】　申し込み → 訪問調査 → 支援実施

【利　用　料】　1回あたり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で購入していただきます。
　　　　　　　  （材料費・部品等の経費は利用者負担になります）

〜頼みたいけど頼みにくい〜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〜「ちょっとした困りごと」お手伝いします〜
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生活支援体制整備事業をすすめていきます。

　地域にお住まいの方が高齢になっても、誰もが住み

慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよ

うに「医療・介護・生活支援・介護予防・住まい」の５つ

の要素が連携しながら、高齢者の在宅生活を支える

しくみづくり（地域包括ケアシステム）が必要です。本

事業は、地域包括ケアシステムの中でも、「生活支援・

介護予防事業」を実践する「支え合いの地域づくり」

を推進していくものです。

※次号「ぽけっと」冬号で詳しい
　ご案内をいたします。

（敬称略）

・杏林製薬株式会社 わたらせ創薬センター  ・・・・・・空気清浄機1台
６月

・JUNCTION HAIR GALLARY 野木店 スタッフ一同 ・・・8,880円
9月

・株式会社セブン-イレブン・ジャパン  ・・・・・・・食品47箱、雑貨21箱

・野木郵便局  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・使用済み切手
・JUNCTION HAIR GALLARY 野木店 スタッフ一同 ・・・8,880円

7月

8月

10月

善意の寄付善意の寄付

ありがとうございました!！ありがとうございました!！

●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、相談については原則として１人
２回（令和3年度内）とします

『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

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

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

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

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

毎月第１水曜日　午前10時～正午

毎月第３木曜日　午前10時～正午

家庭の悩み　心配ごとのある方

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。法律(弁護士)相談

ボランティア相談

心配ごと相談

介護相談

生活資金・
地域福祉権利擁護相談

相談日・時間相談種別 相談内容

通院・入院

通所・入所

介護ケア・
サービスの提供

地域・サロン・
ボランティア活動
などへの参加

活動の場の提供

医療ケア・
サービスの提供

相談業務やサービスの調整など
・地域包括支援センター
・ケアマネージャー

医療 介護

生活支援
介護予防

住まい

野木町社会福祉協議会は、野木町からの委託を受け
生活支援体制整備事業をすすめていきます。
野木町社会福祉協議会は、野木町からの委託を受け
生活支援体制整備事業をすすめていきます。

地域包括ケアシステムのイメージ

・渡邉会計事務所  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
・匿名  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円

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3年10月28日発行
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