
お知らせ
■ ホープ館（野木町老人福祉センター）講座受講生募集
■ 野木町赤十字奉仕団員募集のお知らせ
■ 第１回ひとりぐらし高齢者の交流会のお知らせ
■ 介護支援専門員（産休代替臨時職員）の募集
ホームページアドレス　http://www11.ocn.ne.jp/~nogifuku/

野木町社協情報誌

第97号

ふれあいの心がつまっています。

包括支援センターの場所が変わりました

地域包括支援センターは
地域のみなさんが

暮らしやすい地域をつくります
　地域包括支援センターは、高齢者や家族のみなさんが住みなれた町で安心
して暮らしていけるように、いろいろな面からみなさんを支えています。

場　　所：ホープ館
　　　　　（町老人福祉センター）内
　　　　　野木町友沼 5840-7

至小山

至古河

図書館
●

●GS

●
消
防
署

野
木
駅

地域包括支援センター
（ホープ館内）

高齢者に関する相談は、
地域包括支援センターまで
お気軽にご相談ください。
☎　57-2400

※相談は無料です。　　
※秘密は厳守いたします。

受付時間：月～金曜日　8：30～17：15



❷

平成25年度　野木町社会福祉協議会事業計画

１．法人運営
社会福祉協議会組織機能強化
　・理事会、評議員会、監事会の開催
　・会員増強の推進
　・善意の寄付受入

２．地域生活支援活動
相談援助活動
　・ふれあい福祉総合相談の実施
権利擁護・成年後見の推進活動
　・日常生活自立支援事業（愛称　あすてらす）
　・成年後見制度に関する相談
生活資金等の支援活動
　・社会福祉金庫
　・生活福祉資金
　・行路援護者援助

３．町民福祉活動の推進と連携・協働
社会福祉等のボランティア活動支援
　・ボランティア関係機関との連携と活動基盤整備
　・ボランティア活動保険加入手続
　・ボランティア団体等の活動支援
　・災害時における支援活動
社会福祉等ボランティア活動の推進と担い手の育成
　・社会福祉講座の開催

４．福祉教育の推進活動
児童生徒の福祉教育活動推進
　・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の開催
　・One dayボランティアスクールの開催
　・学童・生徒のボランティア活動普及事業
　・小地域で考える　福祉教育推進モデル事業
　・教育機関(学校)における福祉教育への支援活動

５．当事者の社会参加と在宅生活支援
高齢者の社会参加と健康・生きがいづくり支援
　・ひとりぐらし高齢者の交流会の開催（年２回）
　・ふれあいサロン事業の開催
　・ふれあいサロン支援事業
　・世代間交流事業
　・老人レクリエーション大会・ペタンク大会の開催

高齢者の在宅生活支援
　・配食サービス（友愛訪問）事業
　・生活支援事業
　・ふれあいサービス支援事業
　・外出支援サービス事業
　・福祉機器（車いす）貸出事業
　・高齢者の相談
　・介護出前講座の開催

障がい（児）者の社会参加と在宅生活支援
　・障がい児者交流等事業
　・視覚障がい者朗読テープの作成と貸出し
　・視覚、聴覚障がい者を支援する手話・点字・
　　朗読の普及活動

６．居宅介護サービス事業の推進
介護保険事業と障害者自立支援事業
　・居宅介護支援事業
　・訪問介護事業
　・予防訪問介護事業
　・自費訪問介護サービス事業
　・障害者福祉居宅介護事業
高齢者の介護予防と包括的援助・支援
　・野木町地域包括支援センターの運営
　・安全安心見守りネットワーク事業
　・通所型介護予防事業
　・男の料理教室

７．施設管理・運営
野木町老人福祉センター（ホープ館）の管理・運営
老人福祉センター事業の実施
　・生きがい講座
　・健康体操教室

８．社会福祉の啓発・情報提供と表彰・感謝
広報・啓発活動
　・社協情報誌（年４回）の発刊とホームページの開設
　・福祉講演会（仮称）の開催
　・表彰・感謝

９．団体活動支援・協力
福祉団体事務局
　・野木町老人クラブ連合会事務局
　・野木町身体障害者福祉会事務局
　・野木町心身障害児者父母の会事務局
　・野木町赤十字奉仕団事務局
　・野木町社会福祉ボランティア連絡協議会事務局
　・福祉団体助成
日本赤十字活動と共同募金活動
　・日本赤十字社栃木県支部野木町分区事務局
　・栃木県共同募金会野木町支会事務局

10．公共交通事業
デマンドタクシー「キラ輪

りん
号」運行の管理運営

【重点施策】
❶地域見守り支援活動の推進
❷介護予防施策の推進
❸社会福祉等のボランティア活動支援
❹福祉教育の推進
❺ふれあいサロン支援事業の啓発と推進
❻災害時におけるボランティア支援機能の強化
❼広報・啓発活動の推進
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内訳（経理区分）（単位千円）《平成25年度予算》
社協の財源は…

……で成り立っています。

一般会計　　　　117,518千円 特別会計
55,916千円

寄
付
金

共
同
募
金 

配
分
金

補
助
金
委
託
金
（
県
・
町
）

会
　
費

法人運営事業
42,132

地域福祉
ネットワーク事業 7,389
地域福祉活動事業

3,531
共同募金配分金事業

1,343
居宅介護支援事業

15,833
居宅介護等事業

19,887
資金貸付事業

1,600

社会福祉基金事業
916

老人福祉センター
運営事業 19,359
生活福祉資金貸付事業

126
臨時特例つなぎ
資金貸付事業 31
外出支援サービス事業

301
配食サービス事業

1,424
ふれあいサロン事業

3,646

包括的支援事業

22,238
介護予防事業

2,592
予防給付事業

13,849
デマンド交通運営事業

17,237

介護でお悩みのことはありませんか？ 介護の安心をサポートします。
●居宅介護支援事業所
介護サービスをご利用いただくための相談や
ケアプラン作成
のお手伝いをい
たします。

●訪問介護事業所
（ホームヘルプサービス）
ホームヘルパーが訪問し
身体介護や生活援助を提
供、また介護に関するご
相談にも応じます。

ご利用ご相談をお受けしております。お気軽にお問合せください。野木町社会福祉協議会　☎ 0280-57-2455

　利用者宅を訪問し、昼食を提供するとともに利用者の安否確認を行います。
対象者：６５歳以上のひとり暮らしの方又は高齢者のみの世帯で、調理が困難な方
内　容：毎月４回（祝日は除く）（第１～４週の金曜日）
利用料：１食　２００円

　移送用車両により、利用者宅と医療機関の間の送迎をします。運行距離は町内ですが、
必要と認められた際は近隣市内に限り運行できます。　　　　
対象者：65歳以上の方で肢体不自由により、車椅子を常時使用している方で一般の公共
　　　　交通機関を利用することができない方
利用料：無　料

　高齢者の生きがいや仲間づくりを目的に、ボランティアの方々の協力を得て、健康相談、
健康体操、お茶会などの趣味活動を皆さんで企画し、誰もが参加できるふれあいの場です。
対象者：町内に居住する６５歳以上の方
　　　　（介護保険の要支援・介護認定を受けている方は除く）
内　容：月２～４回（火曜日）（開催回数は会場によって異なります）
利用料：１回　１００円　送迎希望者のみ　１回　２００円（往復）

スタッフの募集
　ふれあいサロンをお手伝いしてくださるスタッフを募集いたします。
◆活動日：月１～２回（火曜日）　３時間程度

申込み・問い合わせ先　　　野木町社会福祉協議会　☎５７－３１００

福祉サービスの紹介

配食
サービス

移送
サービス

ふれあい
サロン
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ホープ館（野木町老人福祉センター）講座
平成25年度

　町内に在住の60歳以上の方を対象に、健康維持・増進と文化教養の向上を図ることを目的に、
明るく楽しく、生きがいのある日常生活が営めるよう、次の事業を行います。

受講を希望される方は、下記によりお申し込みください。

生きがい講座　◎平成25年６月～ 26年２月

各講座ともに初心者並びに前年度受講されていない方を対象とさせていただきます。

《受講申込方法》
●受講対象者／野木町在住60才以上の方
●受　講　料／無料（教材費等は各自負担）
●申　込　先／ホープ館（老人福祉センター）へ直接ご来場の上、本人がお申し込みください。
　　　　　　　（代理人の申し込み、電話での申し込みは受付できません。）
●受 付 期 間／平成25年５月７日（火）～５月24日（金）まで（土・日・祝祭日は除く）
　　　　　　　定員を超えた場合は抽選とさせていただきます。
●受 付 時 間／午前８時30分～午後５時15分
●オリエンテーション／平成25年６月６日（木）10時～（受講許可された方はご出席ください）

体の老化防止・健康保持
柔軟運動・リハビリ等軽スポーツ等

健康体操教室
講師／福祉レクリエーションワーカー

小澤　洋子 先生

毎週　木曜日
午後1時30分
　〜午後3時30分
定員３０名

初心者向け

フォークダンス講座
講師／安生　忠男 先生

毎月第１〜４週　金曜日
午前10時〜正午
定員２０名

水彩画＆
　 パステル画講座

講師／間野　匡彰 先生

毎月第２・４週　金曜日
午前10時〜正午
定員１５名

初心者向け

社交ダンス講座
講師／加藤　清子 先生

毎月第１〜４週　火曜日
午前10時〜正午
定員２０名
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平成25年度　各種ボランティア養成講座予定
　野木町社会福祉協議会では、下記のとおり平成25年度の各種ボランティア養成講座を予定し
ています。講座の詳細やお申込み方法などは、野木町社協情報誌「ぽけっと」やホームページ 

（http://www11.ocn.ne.jp/~nogifuku/）でお知らせしていきます。
皆様のご参加お待ちしています。

講　　座 内　　容 対　象 実施予定
ボランティア全体研修会 福祉やボランティアに関する講演会 ボランティア会員 ４月
小学生チャレンジスクール ハンディキャップ体験、福祉講座等 町内小学生 ７月
ボランティアサマースクール 社会福祉施設体験等 中学生以上 ７月
One dayボランティアスクール １日福祉体験講座 町内中学生 ８月

福祉講座（手話・点字・朗読） 高齢者や障がい者等の理解と支援の
ための技術学習 一般町民 10月頃

傾聴ボランティア養成講座 高齢者や障がい者等の理解を深める
ために必要な技術(傾聴)の学習 一般町民 10月頃

災害時対応講習会 災害時におけるボランティア活動対
応についての学習 一般町民 ９月頃

朗読サービス（テープ）をご利用ください
　目の不自由な方や高齢者の方などで読むことにご不便を感じる方に、町広報誌等の情報をテープ
に録音し、ご自宅まで郵便でお届けするサービスを行っています。また、役場、図書館、ホープ館
窓口にも録音テープを置いていますので、是非ご利用ください。

☆ボランティア団体の紹介コーナー
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

☆

【五家英子とみんなで楽しく踊ろう会　のぎコスモス】
会　　員：１７名（小学生～ 70才代の方も元気に活動中！）
活 動 日：月３回　土曜日（19：30 ～ 21：30）
活動場所：南赤塚小学校体育館
会　　費：月５００円
活動内容：福祉施設の慰問、栃木県内外のイベント参加等
　　　　　鳴子両手に元気によさこい踊り！ボランティア仲間募集！
問合せ先：鈴木（TEL 080−5173−6333）

赤十字奉仕団員募集のお知らせ
あなたも赤十字のボランティア活動に参加してみませんか？

　日頃、下記のような活動をしています。

　１．災害救護活動

　２．各種会議研修会の開催

　３．地域奉仕活動　等

赤十字奉仕団員の信条
1.すべての人びとのしあわ
せをねがい、陰の力となっ
て人びとに奉仕する。

1.常にくふうして人びとの
ために、よりよい奉仕が
できるよう努める。

1.身近な奉仕をひろげ、すべ
ての人びとと手をつない
で、世界の平和につくす。

問合せ先
　野木町社会福祉協議会
　☎５７−３１００



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25年4月25日発行

平成25年度　第１回ひとりぐらし高齢者の交流会のご案内

　野木町社会福祉協議会では、平成２５年度第１回ひとりぐらし高齢者の交
流会を開催いたします。
　参加ご希望の方は、下記によりお申し込みください。

◆日　　　　　時　　　平成２５年５月２８日(火)
　　　　　　　　　　　午前９時３０分～午後４時３０分
◆行　　き　　先　　　館林市　野鳥の森　他
◆交　　　　　通　　　町有バス
◆集合場所・時間　　　ホープ館(老人福祉センター )
　　　　　　　　　　　午前９時１５分
◆参 加 対 象 者　　　町内在住６５歳以上のひとり暮らしの方
◆申 込 定 員　　　５０名（定員になり次第締め切らせていただきます）
◆申 込 方 法　　　受付は５月７日(火) ～５月１７日(金)です

　電話は又は直接野木町社会福祉協議会（ホープ館） ☎５７－３１００ 
までお申込みください。また当日、ホープ館（老人福祉センター）までの送
迎を希望される方は、申込みの際に、その旨をお伝えください。

介護支援専門員（産休代替臨時職員）の募集
採用人数 １名　※年齢問わず
業務内容 予防ケアプランの作成に関する業務
期　　間 平成25年６月１日～
給　　与 時給　1,200円
資　　格 高卒以上、介護支援専門員 ※経験は問いません

時　　間 ８時30分～17時15分（休憩時間60分）
月14日以内

募　　集 電話連絡の上、市販の履歴書（写真添付）、
資格証明書（写）を提出（郵送可）

【問合せ・申込先】
　野木町大字友沼5840−7（ホープ館）
　野木町社会福祉協議会　☎ 57−3100

◦よさこい野木支部様……………………　2,532円
◦ふれあいサロン合同新年会
　　　　　　　参加者一同様……………　　149円
◦株式会社　ヤオコー野木店
　　　　（店内設置募金箱）様…………… 13,661円
◦矢畑直売所様…………………………　100,000円
◦株式会社　ヤオコー野木店
　　　　（店内設置募金箱）様……………　3,981円
◦佐藤真由美様…………………　郵便ハガキ50枚
◦渡邉会計事務所様……………………… 30,000円
◦松原第４東自治会（元）納税組合様…… 41,428円

善 意 の 寄 付

1月

2月

3月

4月

ありがとうございました

至小山

至古河

図書館
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●
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署
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道
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野
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ホープ館
老人福祉センター

悩みごと・心配ごと・困ったことなど

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

生活の悩みごとなど
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
5/16・7/18
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
5/21・6/18
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
管理に関する相談

◎相談は無料・秘密は厳守いたします。
◎お問い合わせまたは事前予約先

野木町社会福祉協議会
（町ホープ館内）

☎ 0280−57−3100
FAX 0280−57−3101

（〜 2日）


