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災害ボランティア研修を実施しました災害ボランティア研修を実施しました
※災害ボランティア研修についての
詳しい内容はp4に記載

ふくしのつどいのぎ2012ふくしのつどいのぎ2012

日時：12月15日（土）
午前10時～正午

※詳しい内容は裏面に記載

お知らせ

ホームページアドレス　http://www11.ocn.ne.jp/~nogifuku/

「ふくしのつどいのぎ2012」12月15日(土)
開催のお知らせ

福祉講座（後期）受講生募集
赤十字幼児安全法支援員養成講習受講者募集



❷

受賞おめでとう
ございます

平成24年度

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

区名
普通会員 特別会員 寄　付 合　計

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 1,000 367 184,000

松　原 730 365,000 8 2,110 738 367,110

新　橋 1,060 520,200 24 28,000 236 56,963 1,320 615,163

野　木 454 227,000 7 7,000 1 300 462 234,300

野　渡 355 177,500 1 100 356 177,600

南赤塚 501 250,500 4 5,000 1 400 506 255,900

中　谷 95 47,500 3 3,000 98 50,500

丸林東 967 483,500 3 3,000 10 3,100 980 489,600

丸林西 636 318,000 3 3,000 4 1,100 643 322,100

潤　島 521 260,500 4 4,000 525 264,500

若　林 180 90,000 9 9,000 189 99,000

佐川野 248 124,000 248 124,000

川　田 146 73,000 2 2,000 148 75,000

区合計 6,259 3,129,700 60 65,000 261 64,073 6,580 3,258,773

賛　助　会　員 44事業所 226,000

総　　　合　　　計 3,484,773

賛助会員（順不同・敬称略）

㈲渡辺塗装工業所
㈲平澤製作所
㈱ヒラサワ
㈱日誠工業
㈲山中製作所
㈲山田製作所
杏林製薬㈱開発研究所
寺内電設㈱
フクダ工業㈱
十條パッケージ㈱
日本ピストンリング㈱栃木工場
㈱不二家野木工場
ゼブラ㈱野木工場
坂本香料㈱野木工場
㈱伊藤段ボール関東
トーセロロジティクス㈱
栄研化学㈱野木事業所
寿工業㈱
㈱CSI ジャパン
㈲川島自動車工場
野木神社社務所
㈲岩波興業
弘電商事㈱古河支店
㈲丸イ瓦工業
小山農業協同組合野木支店
㈲針谷鐵工
㈲針谷工務店
オカサッシ工業㈱
㈲岡部電器
道浦工業㈱
虎屋電機㈱野木店
足利小山信用金庫野木支店
寺田斫工業㈲
㈱栃木銀行野木支店
㈲野木タクシー
㈱ハリヤ
㈲峯造園
日本製箔㈱
石崎産業㈱パッケージ事業部野木工場
㈲舘野造園
㈲岩崎鉄工所
日鐵住金建材㈱野木製造所
㈱乃木鈴建設産業
㈲山根工業

社協会員会費実績

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。

区　名

一 般 社 員 特 別 社 員 寄　 付
合　　計

500円以上2,000円未満 2,000 円以上 500 円未満

件 数 金 額(円) 件 数 金 額(円) 件 数 金 額(円) 件 数 金 額(円)

友　沼 368 184,500 368 184,500

松　原 713 357,000 26 7,900 739 364,900

新　橋 1,038 527,300 4 12,000 296 70,155 1,338 609,455

野　木 463 232,500 463 232,500

野　渡 361 180,500 361 180,500

南赤塚 501 251,500 1 2,000 502 253,500

中　谷 98 49,000 98 49,000

丸林東 955 478,500 1 10,000 38 10,200 994 498,700

丸林西 647 324,500 9 2,700 656 327,200

潤　島 515 258,000 3 6,000 2 500 520 264,500

若　林 183 92,000 4 8,000 187 100,000

佐川野 247 123,500 247 123,500

川　田 148 75,000 148 75,000

総合計 6,237 3,133,800 13 38,000 371 91,455 6,621 3,263,255

日本赤十字社野木町分区社員・社費実績

平成24年8月30日、第18回栃木県民ふくしのつどいの席上、下記の方々が表彰されました。
【栃木県社会福祉協議会会長表彰】
民生委員・児童委員
・真瀬　清子　様

【栃木県知事表彰】
民生委員・児童委員
・中村　日出子　様

ボランティア
・ともしびの会　様
・手話サークル「虹の会」　様
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７月24日～ 27日に開催された「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」には高校生５名、小
学生21名が参加しました。手話・点字・朗読の福祉講座
体験、福祉施設での交流活動やダンボールクラフトの作品
づくり、最終日には野外バーベキューと流しそうめんを行
いました。４日間に渡り、多くのボランティアの方々に協
力していただきました。ありがとうございました!!

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

を実施しました

友沼小学校　４年
針
はりがや

谷　萌
も え

愛
わたしは、今回初めて福しについて知りまし

た。点字の打ち方やわたしの名前、学校・学年
の手話、ろう読のことも知りました。その中で
一番楽しかったのがろう読です。わたしはこの
ろう読がやる前から楽しみでした。やっぱりや
ってみると楽しくて、また来年もやってみたい
なと思いました。
ハンディキャップ体験の、高れい者ぎじ体験

では、手首や足首に重りを付けたり、前かがみ
になるベルトを付けたりしました。
ダンボールクラフトでは、ハムスターを作り

ました。作っている時に、どこにはめていいか
分からなくなったけれど、かわいく出来たので
よかったです。また来年も行きたいです。

小山西高校　２年
落
おちあい

合　七
なな

海
み

私は初めて、ボランティアサマースクールに
参加しました。この体験を通して、様々なこと
を学びました。
ハンディキャップでは、車イスの大変さや目

が不自由なことでの怖さなど、今まで経験した
ことがないことを経験することが出来ました。
児童館では、小さな子とふれ合うことが出来

て楽しかったです。施設体験は二日間という短
い期間だったけれど、一緒に遊んだり、小さな
子の気持ちになって考えてみたりと、先生の大
変さを知ることができました。
ボランティアサマースクールで学んだこと

を、少しでも今後に活かせることが出来たらい
いと思います。四日間お世話になりました。

友沼小学校　４年
関
せき

根
ね

　千
ち

聖
さと

わたしが、一番勉強になったことは、ハンディ
キャップ体験です。
特にアイマスク体験がこわかったです。学校
で一回やりましたが、学校はなれているけど、
ホープ館はひさしぶりに来たので、とてもこわ
かったです。目が見えなくなったことを考えた
ら、改めて大変だと思いました。
それと、流しそうめんが楽しかったです。竹
でやるのは初めてでした。竹ではしや器が出来
るとは思わなかったです。
来年は、友達にもしょうかいしてあげたいで
す。妹といっしょに参加したいです。いい勉強
になりました。
三日間ありがとうございました。

新橋小学校　６年
植
うえたけ

竹　朝
あさ

香
か

初めて来たのでちょっと不安だったけど、い
ろんな体験をしている内に、みんなと友達にな
れてとてもよかったです。
勉強にもなったし、ふ段出来ない体験も出来
たのでとてもよかったです。
手話では、耳が不自由な人の大変さをよく知
りました。防災の勉強でも五年生で習った時よ
りもくわしく知れたので、とてもよかったです。
この三日間でいろんな事を学べたのでとても
いい経験になりました。
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学ぼう
災害ボランティア 平成24年７月10日(火)、９月１日(土)に栃木県社会福祉協議会

の職員を講師として、災害ボランティアの講座を実施しました。
７月10日は、社協職員とV連委員を対象に「災害時対応シュミレーション訓練」を実施し、災害ボラン

ティアセンターの立ち上げ訓練について学びました。ロールプレイで運営側とボランティア側とを体験し、
参加者からは「情報の把握、マニュアルの理解の必要性を感じた」「活動する際、リーダーがいることの
重要さを知った」等、運営側、ボランティア側双方の立場からの意見があげられました。
また、９月１日には、一般の方を対象として、非常食用の炊き出し訓練の演習や、災害時のボランティ

ア活動について学びました。災害対応ゲーム「クロスロード」では、判断に迷う分かれ道に遭遇した時の
自分の意見について討論しました。約30名の参加者からは、「聴覚障がい者の方も講座に参加できたこと
は良かった」「災害ゲームでもう少しディスカッション出来たらよかった」等、多くの意見をいただきま
した。
双方の講座で共通してあげられた意見としては、「今回の講座をより多くの方に体験していただきたい」

「こういった訓練を重ねていくことが必要だと思う」ということでした。
今後も、内容等を改善して開催していきたいと考えておりますので、機会がありましたら皆様ぜひご参

加下さい。

福祉講座（後期）の受講者募集！！
視覚に障がいがあって、新聞や本を読んだりできない人には、それを読んでくれる人や点字に変えて伝え
てくれる人が必要です。聴覚に障がいがあって、人のお話を聞いたり、会話したりすることが困難な人には、
手話や指文字で伝えてくれる人が必要です。誰でも最初からたくさんのことは誰もできません。少しずつ簡
単なことから始めてみませんか。

●開講場所／ホープ館（老人福祉センター）	 ●募集人員／各講座10名
	 （定員になり次第締め切らせていただきます）
●開講時間／ 10：00～ 12：00	 ●受 講 料／無料
●対 象 者／野木町内在住・在勤者	 ●申込期間／ 11月5日（月）～ 30日（金）
各講座の受講を希望される方は、野木町社会福祉協議会☎５７-３１００までお申込み下さい。

手話講座（初心者向け） 朗読講座（ステップアップ中級） 点訳講座（初心者向け）
日　時 内　　容 日　時 内　　容 日　時 内　　容

1/21（月）伝えあってみよう日常の動き等を表現 1/16（水）腹式呼吸・発声 1/15（火）点字について点字を書く

1/28（月）自己紹介をしよう名前、手話と指文字 1/23（水）声に出して読んでみよう 1/22（火）数字・アルファベットの書き方

2/4（月） 家族を紹介しよう誕生日、数字の表し方 1/30（水）表現技術 1/29（火）分かち書き

2/18（月）趣味は？表情と手の動きで気持ちを表現 2/13（水）表現技術 2/5（火） 記号類の使い方

2/25（月）まとめ手話サークルの人と交流 2/20（水）伝わる朗読 2/12（火）パソコン点訳
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ありがとうございました

悩みごと・心配ごと・困ったことなど

〜ささいなことでも、お気軽にご相談下さい。〜
ふれあい福祉総合相談
場所／野木町老人福祉センター内（ホープ館）

◎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
（老人福祉センター内）

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
11/15・1/17
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火曜日
11/20、12/18、1/15
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

（16日〜）

善 意 の 寄 付
	６月	 ・昇柳会様	…………………………………１６，３５０円

	 	 ・のなか歌謡教室様	………………………２５，０２６円

	７月	 ・野木町商工会	女性部様	 ………………１５，０００円

	９月	 ・五家英子とみんなで楽しく踊ろう会様	… 車椅子１台

	 	 ・株式会社ヤオコー野木店(店内設置募金箱)様

	 	 　　	…………………………………………１２，２７２円

赤十字幼児安全法支援員養成講座
こどもを大切に育てるために、乳幼児期に起こりやすい事故とその予防、
ケガの手当ての仕方、かかりやすい病気と看病の仕方などの知識と技術を
学ぶ講習です。

【日　　　時】　平成25年１月９日（水）・16日（水）・23日（水）
　　　　　　　午前10時〜午後４時
【場　　　所】　ホープ館（野木町老人福祉センター）多目的ホール
【参加対象者】　町内在住 15歳以上の方
【参　加　費】　1,000 円（教材費・保険料含む）
【主催・講師】　日本赤十字社　栃木県支部

【内　　　容】　こどもの成長と発達、起こりやすい事故の予防と手当、乳幼児の心肺蘇生、幼児へのAED（自
動体外式除細動器）の使用法、こどもの病気と看病の仕方を学びます。
講習の最後に実技と学科の検定を実施します。合格者には「赤十字幼児安全法支援員認定証」
を交付します。

【申	込	定	員】　20名（定員になり次第締め切らせていただきます。）
【申	込	方	法】　申込受付は 11月５日（月）～ 30日（金）
　　　　　　　電話で野木町社会福祉協議会☎５７-３１００までお申込み下さい。

赤ちゃんを育てている
パパ・ママはもちろん、
お孫さんを預かる
おじいちゃん・おばあちゃん
にもおススメの講習です !!

《アリスとテレス》 からのお知らせ☆
１．処分するにはもったいない遊具類を提供して下さい。

２．子どもたちと楽しく遊び、学び、生活を手伝ってい
ただけるボランティアを募集します。

・学習ボランティア　　・調理ボランティア
・行事ボランティア　　・縫い物ボランティア
・掃除ボランティア　　・スポーツボランティア
・お花、野菜、畑づくりボランティア
・その他、子どもと一緒に楽しめる趣味　等

【質問・問い合わせ先】　
児童養護施設　アリスとテレス
TEL	0280-57-0015　FAX	0280-57-0024



〈主なTV出演〉

野木町老人福祉センター（ホープ館）

「あきらめない心」「あきらめない心」

12月15日(土)
時間：午前10時～正午

（開場：午前９時30分）
場所：野木エニスホール
　　　　　　大ホール

12月15日(土)
時間：午前10時～正午

（開場：午前９時30分）
場所：野木エニスホール
　　　　　　大ホール

ふくしのつどいのぎ2012ふくしのつどいのぎ2012

佐野有美 講演
会

佐野有美 講演
会さ の あ みさ の あ み

平成24年平成24年

参加費無料

お問い合わせ先：野木町社会福祉協議会　　TEL57-3100お問い合わせ先：野木町社会福祉協議会　　TEL57-3100


