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野木町赤十字奉仕団
災害時高齢者生活支援講習

おれんじカフェおれんじカフェ
「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？

会　場：野木町総合サポートセンター ひまわり館
内　容：情報交換　など
日　時：2月28日（月）、3月17日（木）　 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。

＜問い合わせ先＞　野木町役場　健康福祉課高齢対策係　　 ℡　57－4173
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令和3年度　野木町社会福祉協議会会費(寄付金含)納入実績

社協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いたします。

令和3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

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 366 183,000 1 1,000 0 0 367 184,000 
松 原 684 342,000 1 1,000 19 4,800 704 347,800 
新 橋 979 489,600 15 18,000 240 58,940 1,234 566,540 
野 木 417 208,500 3 3,000 0 0 420 211,500 
野 渡 377 188,500 0 0 0 0 377 188,500 
南 赤 塚 548 274,000 0 0 0 0 548 274,000 
中 谷 92 46,000 1 1,000 0 0 93 47,000 
丸 林 東 882 441,000 3 4,000 160 62,700 1,045 507,700 
丸 林 西 629 314,500 2 3,000 3 300 634 317,800 
潤 島 531 265,500 0 0 8 2,000 539 267,500 
若 林 154 77,000 4 4,000 8 800 166 81,800 
佐 川 野 230 115,000 0 0 0 0 230 115,000 
川 田 147 73,500 2 2,000 0 0 149 75,500 
区 合 計 6,036 3,018,100 32 37,000 438 129,540 6,506 3,184,640

賛　　　　　　　　助　　　　　　　　　会　　　　　　　員（寄付含） 39事業所 198,000
総　　　　　　　　　　　合　　　　　　　　　　　計 3,382,640

野木町社会福祉協議会賛助会員

◎修学資金

　この制度は、栃木県社会福祉協議会でおこない、他資金からの借入れが困難な低所得者世帯に属する者が学校教育法に規定する高等学校、大学、また
は高等専門学校に就学するのに必要な経費及び入学に際し必要な経費を貸付するものです。

≪総合支援資金≫
◯申請には、自立支援機関の支援が必要となります。社協への書類提出のみでは受付完了となりません。
　必ず事前予約をお願いいたします。
≪緊急小口資金・総合支援共通≫
◯来所していただく際、混雑を避けるために、事前予約制とさせていただきます。

　新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、収入が減少し、生活資金にお困りの方へ向けた、緊急小口資金及び総合支援資金（初回）の特例
貸付を実施しております。
　（受付期間は令和４年３月末まで（総合支援資金の（再貸付）については、令和３年１２月末までの申請で終了））

　本資金のご利用にあたっては、日本学生支援機構（給付・無利子）、日本政策金融公庫、母子寡婦福祉資金などの他の融資・給付制度の利用が優先となります。これらが利用で
きるか必ず確認のうえ、ご相談ください。

※他制度が利用できる場合は、そちらが優先となります。

貸付制度のご案内

教育支援資金（教育支援費・就学支度費）

コロナ特例貸付制度

※貸付申請の際には、必要となる書類等ありますので、詳しくは 野木町社会福祉協議会　５７－３１００　までお問い合わせください。

高校…月35,000円以内
高専…月60,000円以内
短大…月60,000円以内
大学…月65,000円以内

資金種類 貸 付 限 度 据置期間 償還期間 貸付利子

修学費

500,000円以内就学支度費

卒業後

6ヶ月以内

措置期間

経過後

20年以内

無利子

（延滞利子は年5％）

就
学
資
金
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赤い羽根共同募金にご協力いただき
ありがとうございました

募金（内訳） 協力（世帯）数 金額（円）

友 沼 368 148,700

松 原 695 275,250

新 橋 1,265 487,880

野 木 437 177,700

野 渡 374 149,600

南 赤 塚 542 216,800

中 谷 94 37,600

丸 林 東 1,022 412,500

丸 林 西 647 243,500

潤 島 529 209,200

若 林 165 65,400

佐 川 野 230 92,000

川 田 149 59,600

戸別募金合計 6,517 2,575,730

街 頭 募 金 新型コロナの影響により中止

職 域 募 金 2 か所 9,602

法 人 募 金 24 社 127,005

設 置 募 金 9 か所 7,636

自動販売機募金 2 か所 51,413

個 人 募 金 1 件 4,841

利 息 ― 6

総 合 計 2,776,233

令和3年度

法人募金協力事業所 (順不同・敬称略)　 令和3年度 赤い羽根募金実績表

皆様からご協力いただいた募金は、栃木
県共同募金会を通じて、県内の福祉施設
及び野木町の地域福祉活動に分配され
ます。

栃木県内の
福祉施設など

43％

野木町の
地域福祉活動へ

57％

野木町ではこんなことに使われています

●高齢者への支援
　（ひとりぐらしの友愛訪問事業）

●町内小学校福祉教室・
　福祉学習事業

●社協情報誌「ぽけっと」
　及び地域福祉新聞の発行

●世代間交流事業

毎年、募金のご協力いただきました町民の皆様に、深く感謝申し上げます。

㈲平澤製作所
㈱ヒラサワ
㈱日誠工業
㈲山田製作所
フクダ工業㈱
日本ピストンリング㈱
　栃木工場
坂本香料㈱野木工場
㈱伊藤段ボール関東
栄研化学㈱野木事業所　
壽工業㈱
杏林製薬㈱わたらせ
　創薬センター
㈱栃木銀行 野木支店

㈲川島自動車工場

星光工業㈱

㈲岩波興業

㈲針谷鐵工

㈲針谷工務店

㈱藤本畜産

虎屋電機㈱野木店

㈱足利銀行野木支店

丸和繊維産業㈲

㈲峯造園

㈲舘野造園

㈱乃木鈴建設産業

3



4

生活支援体制整備事業実施のご案内生活支援体制整備事業実施のご案内
～だれもが安心して暮らせる地域へ～

　一人暮らし高齢者・高齢者のみの世帯及び認知症の高齢者が増加するなか、高齢者を
はじめとするすべての人が地域とのつながりや生きがいを持ちながら暮らしていくため、
多様な生活支援や介護予防、社会参加の必要性が増しています。
　これらの状況を踏まえ介護保険制度改正により、高齢者の多様な日常生活を支える仕
組みを充実させること、生きがいや介護予防につながる社会参加の機会を確保すること
を一体的に推進するために『生活支援体制整備事業』が創設されました。

　野木町社会福祉協議会は、実施主体の野木町からこの事業を受託し、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく安心して
暮らし続けられるよう、取組みを推進していきます。

　生活支援体制整備事業では、地域の住民や各種団体など様々な方々が連携しながら、高齢者の日常生活を支援するた
めに『生活支援コーディネーター』を配置し、支え合いの地域づくりについて話し合う『協議体』を設置しています。

「生活支援コーディネーター」と「協議体」「生活支援コーディネーター」と「協議体」

　地域情報の収集や高齢者等への支援情
報の提供、社会参加（交流会・サロン・ボ
ランティア活動等）の支援、日常生活の課
題解決など、さまざまな支援をします。

　地域住民や多様な機関・団体等で構成
し、助け合いを中心とした地域づくりをす
すめるため、見守りやさまざまな支え合い
活動を創出する話し合いの場です。

生活支援コーディネーター 協議体

生活支援コーディネーターは、「協議体」の
ネットワークを活かして高齢者を支える

体制づくりを進めていきます。

元気で生きがいのある生活をおくるには、『介護予防』が大切です。趣味活動や高齢者サロンなどの交流の場やボランティア活
動に参加（社会参加）することも予防につながります。また、地域の方が支え手として、互いに支え合う『生活支援』も必要です。
日常生活のちょとした困りごとを地域のひとりひとりのおもいが力となり解決できることもあります。

見守りなどの
ボランティア活動が

したい

地域（仲間となど）で
支援活動がしたい

交流の場に
参加したい

地域にこんな
活動がある

高齢者の生活全般で
困ったこと、

聞きたいことなど

「生活支援コーディネーター」は、みなさまのお手伝いをいたします。
●地域の情報（施設・機関・活動など）を集めます
●情報（福祉サービスなど）を伝えます
●地域活動（サロンや見守り活動など）を支援します
●社会参加（交流・ボランティア活動など）を支援します
●担い手（ボランティアなど）を育成します
●地域資源（課題解決のためのサービスなど）を創出します

お問い合せ先・窓口
●野木町地域包括支援センター（本センター）　　電話 ０２８０－５７－２４００　FAX ０２８０－５７－１１１７

●野木町社会福祉協議会　　 　電話 ０２８０－５７－３１００　FAX ０２８０－５７－３１０１
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野木社協 
令和3年度の地域福祉活動の一部をご紹介！！
野木社協 
令和3年度の地域福祉活動の一部をご紹介！！
きらり大楽院『地域デビュー講座』
　　　～コロナ禍での災害ボランティアセンターについて～
　11月25日、のぎまちづくりネットワーク（のぎネット）共催事業
の地域デビュー講座に講師としてきらり館に出向き、災害ボラン
ティアセンターについて説明しました。また、令和元年東日本台風
の県内被害状況の甚大な被害を受けた佐野市や足利市で、被災地支
援活動に携わった野木町社協職員の現地災害ボランティアセン
ターでの活動の様子を報告しました。被災地社協が災害ボランティ
アセンターを立ち上げた際、最も重要な3原則が『被災者中心』、『地
元主体』、『協働』になります。地域の状況を理解している人たちが中
心になり、さまざまな外部の支援を取込みながら、被災者の声に耳
を傾け、適切な支援していくことが必要になります。野木町社協と
しても災害ボランティアセンターを設置・運営する際は、被災者の
ためにどう支援していくのか、より効果的な取り組みを考えていき
たいと思います。

福祉教育
　～支えあい ともに生きるチカラ 育成中～

　当会ではコロナ禍ではありますが、感染予防対策を十
分に行って福祉教育を実施しています。さまざまな体験
や当事者の方のお話などを通して、高齢者や障がいのあ
る方の身体と心の変化を知ったり、介助の仕方やバリア
フリーについて学びます。野木町社協では福祉教育を通
して「支えあい ともに生きる 笑顔あふれる まちづく
り」を進めていきます。

世代間交流事業

　10/21（木）に世代間交流事業を実施しました。法得
幼稚園さんの行事に地域の老人クラブ会員が参加し、
一緒に芋ほりをしながら交流する事業で、今年で２年
目の実施になります。
　当日は晴天に恵まれ、広いさつまいも畑で会員と園
児が一緒になって楽しそうにさつまいもを掘りまし
た。収穫したさつまいものサイズに大興奮の園児たち
と、それをあたたかく見守る老人クラブ会員さんが、
とても微笑ましい光景でした。
　交流事業にご協力いただいたみなさんに、改めて御
礼申し上げます。

野木町社会福祉協議会では、町内の小中学校 7 校を「学童・生徒のボランティア活動普及事業」協力校に
指定し、年 3 回の連絡会議を開催しています。
連絡会議で作られた「地域福祉新聞」は、令和4年2月22日発行予定です！野木町内小中学校の福祉教育
への取り組みが掲載されています！ぜひご覧ください！

災害ボランティアセンター運営の3原則
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令和
3年度
令和
3年度

… 受賞者の方々をご紹介します …… 受賞者の方々をご紹介します …

◎社会福祉団体および社会福祉施設等の役職員
   ・山野井　公子　様

【野木町社会福祉協議会会長表彰】

◎社会福祉事業協力者（配食サービス）
   ・青木　満男　　様　　・井上　嘉昭　様
   ・柴山　恒仁朗　様　　・柴山　満子　様

社会福祉団体および社会福祉施設等の役職員として5年以上在
職し、現在なおその職にある者で、その功績が顕著であるため表
彰します。

福祉活動に積極的に協力され、多額の浄財を寄付された、その
功績が顕著であるため、感謝状を贈呈します。

社会福祉事業に直接従事していない個人または団体であって、
社会福祉のため労力的、経済的に又は、その他の方法により協力
し、その功績が顕著であるため表彰します。

・JUNCTION HAIR GALLERY

　野木店　スタッフ一同　様

・日本ピストンリング労働組合　様

・渡邉会計事務所　様

・卯ノ木クラブ　様

【野木町社会福祉協議会感謝状】

　日ごろから社会福祉に尽力されている方々に、野木町社会福祉協議会長表彰状・感謝状を贈呈し
ました。式典での表彰に代わり、本紙において長年の功績をたたえ、感謝の意を表するとともに、今
後ますますのご活躍をご祈念いたします。

『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。

●いずれの相談も無料です。秘密は厳守いたします。

毎月第１水曜日
午前10時～正午

日頃の悩みなど
日常生活について

民生児童委員
保護司
人権擁護委員

野木町社会福祉協議会
（野木町老人福祉センター内）
☎57-3100

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

弁護士

社協職員

社協職員

地域包括支援
センター職員

ボランティア保険の加入や
社会福祉支援活動に
関する相談のある方

生活資金や日常金銭管理に
心配のある方

介護に関する相談のある方

財産・不要・土地・金銭貸借・
賠償・離婚などの問題に
関する相談
（原則として、
 年度内に1人2回とします。）

月～金曜日
午前8時30分～午後5時15分

月～金曜日
午前8時30分～午後5時15分

月～金曜日
午前8時30分～午後5時15分

毎月第3木曜日
午前10時～正午
（要予約・問い合わせ先まで
 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

日時 内容 相談員相談種別 問い合わせ先
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風呂敷
リュック

新聞紙
スリッパ

●災害救護活動　●災害時における炊き出し　●各種会議研修開催　
●救急法基礎講習等の受講　●地域奉仕活動　等
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 赤十字奉仕団とは？

 具体的な活動とは？

興味のある方は
 ご連絡ください♪ 申し込み・問い合わせ先

事務局：野木町社会福祉協議会　☎57-3100

赤十字奉仕団員募集赤十字奉仕団員募集

出来ることから出来ることから
始めてみませんか？始めてみませんか？

講習会では講習会では
こんな体験もしました。こんな体験もしました。

令和
3年度
令和
3年度

… 受賞者の方々をご紹介します …… 受賞者の方々をご紹介します …

◎社会福祉団体および社会福祉施設等の役職員
   ・山野井　公子　様

【野木町社会福祉協議会会長表彰】

◎社会福祉事業協力者（配食サービス）
   ・青木　満男　　様　　・井上　嘉昭　様
   ・柴山　恒仁朗　様　　・柴山　満子　様

社会福祉団体および社会福祉施設等の役職員として5年以上在
職し、現在なおその職にある者で、その功績が顕著であるため表
彰します。

福祉活動に積極的に協力され、多額の浄財を寄付された、その
功績が顕著であるため、感謝状を贈呈します。

社会福祉事業に直接従事していない個人または団体であって、
社会福祉のため労力的、経済的に又は、その他の方法により協力
し、その功績が顕著であるため表彰します。

・JUNCTION HAIR GALLERY

　野木店　スタッフ一同　様

・日本ピストンリング労働組合　様

・渡邉会計事務所　様

・卯ノ木クラブ　様

【野木町社会福祉協議会感謝状】

　日ごろから社会福祉に尽力されている方々に、野木町社会福祉協議会長表彰状・感謝状を贈呈し
ました。式典での表彰に代わり、本紙において長年の功績をたたえ、感謝の意を表するとともに、今
後ますますのご活躍をご祈念いたします。

『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。

●いずれの相談も無料です。秘密は厳守いたします。

毎月第１水曜日
午前10時～正午

日頃の悩みなど
日常生活について

民生児童委員
保護司
人権擁護委員

野木町社会福祉協議会
（野木町老人福祉センター内）
☎57-3100

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

弁護士

社協職員

社協職員

地域包括支援
センター職員

ボランティア保険の加入や
社会福祉支援活動に
関する相談のある方

生活資金や日常金銭管理に
心配のある方

介護に関する相談のある方

財産・不要・土地・金銭貸借・
賠償・離婚などの問題に
関する相談
（原則として、
 年度内に1人2回とします。）

月～金曜日
午前8時30分～午後5時15分

月～金曜日
午前8時30分～午後5時15分

月～金曜日
午前8時30分～午後5時15分

毎月第3木曜日
午前10時～正午
（要予約・問い合わせ先まで
 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

日時 内容 相談員相談種別 問い合わせ先

冬野菜を食べよう！！
冬に旬の冬野菜をいただく理由

冬野菜は体を温めるものが多い
冬に旬を迎える野菜は根菜が多いのが特徴です。
れんこん、ごぼう、山芋、かぶ、にんじん、ねぎ、小松菜、ゆずなどは体を温め、冷えを取
り除く食材です。

安い！
旬の食材はスーパーなどでたくさん納品され、価格が安いのが特徴です。旬の食材が
分からない時は売り場にたくさん並んでいて価格が安いお野菜を探すといいですね。

風邪予防に効果的なものが多い
冬野菜はビタミンCが豊富なものが多いです。ゆずをはじめ、かぶの葉や大根の葉、
小松菜、ブロッコリー、れんこんなどにもビタミンCが豊富に含まれています。

消化を促すものが多い
大根やかぶには胃腸の働きを整える消化酵素がたっぷり含まれています。特にごはん
やパンなどのでんぷん質の食材や、お肉、お魚などのたんぱく質類の消化を良くし胃
もたれや胸やけなどの不調を改善してくれます。

理由1☝

理由2☝

理由3☝

理由4☝

いくら技術が進んだとしても、やはり自然にはかないません。旬の野菜にはそれぞれ“旬である理由”がある
のです。冬には冬野菜を積極的に取り入れて、体を温め風邪に負けない体づくりを心掛けましょう。
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・JUNCTION HAIR GALLERY
  野木店　スタッフ一同 ………………………… 8,880円

・野木町商工会　女性部 ……………………… 20,000円
・古河ヤクルト販売株式会社 ………………… 22,000円
・匿名 …………………………………………… 車いす1台
・さざなみ ……………………………………… 18,057円

・ともしびの会 ………………………………… 12,000円
・日本ピストンリング労働組合 ……………… 15,000円

10月
（敬称略）

11月

12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!！

やさしい気持ちをありがとう

昭和62年より30年以上の長きにわたり毎月休むことなく、地域内の一人暮らし高
齢者の方に家庭料理のお弁当を届ける友愛訪問活動を続けてこられました。
平成29年にはその功績が認められ、「ボランティア功労者に対する厚生労働大臣
表彰」も受賞されるなど、野木町の高齢者福祉に大きく貢献されました。
この度活動を終了されるにあたり、会の残余金をご寄付いただきました。

平成11年の結成から20年間、使用済み切手を回収し、各地の福祉団体へ寄付す

る活動を続けてこられました。この度活動を終了されるにあたり、会の備品や残

余金をご寄付いただきました。

なお、使用済み切手につきましては、今後もホープ館にてお預かりいたします。

お預かりした浄財は野木町の地域福祉のために活用させていただきます。
数十年の長い間、社会福祉のためにご尽力いただき、誠にありがとうございました。

収集ボランティア「さざなみ」収集ボランティア「さざなみ」

ともしびの会ともしびの会

外出支援サービス運転登録者募集外出支援サービス運転登録者募集
　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。

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。

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。

問い合わせ先：野木町社会福祉協議会　☎57-3100

【内容】

【日時】
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