
お知らせ
■ 平成25年度福祉講演会 12月７日㈯開催のお知らせ 　
■ 福祉講座受講生募集のお知らせ
■ ボランティア募集のお知らせ
■ 野木町社会福祉協議会職員募集のお知らせ
ホームページアドレス　http://www11.ocn.ne.jp/~nogifuku/

野木町社協情報誌
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ふれあいの心がつまっています。

この情報誌は、赤い羽根共同募金配分金により発行しています。

この夏実施した事業をご報告します!!
詳細は本文中p3、p4をご覧ください

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

災害ボランティア養成講座 傾聴ボランティア養成講座

多くの方のご参加をお待ちしております ※詳しい内容は裏面に記載

日時：12月７日㈯
　　　　　午前10時〜正午

平成25年度福祉講演会のご案内
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平成25年8月28日、第19回栃木県民福祉のつどいの席上、下記の方々が表彰されました。

　【栃木県知事表彰】　　　　　　　　【栃木県社会福祉協議会会長表彰】
　　民生委員・児童委員　　　　　　　民生委員・児童委員
　　◦岡　村　美由紀 様　　　　　　 ◦赤　松　和　子 様

　受賞おめでとうございます!!

社協賛助会員（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
㈲山田製作所
杏林製薬㈱開発研究所
フクダ工業㈱
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・ロジスティクス㈱
栄研化学㈱野木事業所
寿工業㈱
㈱CSIジャパン
㈲川島自動車工場
㈲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
㈱栃木銀行野木支店
㈲野木タクシー
㈱ハリヤ
㈲峯造園
日本製箔㈱
㈲舘野造園
㈲岩崎鉄工所
㈱アイザック パッケージ事業部野木工場
日鐵住金建材㈱野木製造所
㈱乃木鈴建設産業
㈲三田商会
東洋精工㈱
㈱長谷川工業
㈲新栄化成工業
㈲長浜商店
浅野パッケージ㈱
森永スチロール㈱栃木工場

社協会員会費実績
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 712 356,000 2 2,000 36 13,000 750 371,000
新 橋 1,126 563,220 27 31,000 244 59,340 1,397 653,560
野 木 451 225,500 5 5,000 2 500 458 231,000
野 渡 352 176,000 352 176,000
南赤塚 494 247,000 4 5,000 498 252,000
中 谷 94 47,000 3 4,000 97 51,000
丸林東 875 437,500 2 6,000 138 54,000 1,015 497,500
丸林西 628 314,000 3 3,000 9 2,700 640 319,700
潤 島 527 263,500 3 3,000 530 266,500
若 林 186 93,000 5 5,000 191 98,000
佐川野 246 123,000 246 123,000
川 田 147 73,500 147 763,500
区合計 6,204 3,102,220 55 65,000 429 129,540 6,688 3,296,760

賛　助　会　員 45事業所 231,000
総　　　合　　　計 3,527,760

日本赤十字社野木町分区社員・社費実績
区名

普通会員 特別会員 寄　　付 合　　計
500円以上2,000円未満 2,000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 367 184,000 367 184,000
松 原 752 376,200 6 1,750 758 377,950
新 橋 1,034 524,600 4 11,000 310 71,050 1,348 606,650
野 木 458 230,000 1 2,000 459 232,000
野 渡 357 178,500 357 178,500
南赤塚 501 251,500 1 2,000 502 253,500
中 谷 97 48,500 97 48,500
丸林東 830 415,000 178 65,400 1,008 480,400
丸林西 630 317,000 17 5,000 647 322,000
潤 島 523 262,100 2 4,000 4 1,050 529 267,150
若 林 184 92,500 6 12,000 190 104,500
佐川野 246 123,000 246 123,000
川 田 147 73,500 147 73,500

総合計 6,126 3,076,400 14 31,000 515 144,250 6,655 3,251,650

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。

平成25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
日本赤十字社社員募集
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【参加者の感想を一部紹介します】
◦ハンディキャップ体験では、目が不自由な人、高齢者、足が不自由な人の体験ができて、段差
や物があると、どのように大変かが分かりました。この体験を活かして、何かこまっている人
を見たら、助けてあげられるようにしたいと思いました。（６年・瀬

せ

下
しも

　真
ま ゆ う

由）

◦車いすバスケットボールが心に残りました。車いすバスケットボールのことは、
以前学校で話を聞きました。しかし、実際にはやったことがなかったので、体
験してみて、車いすでも楽しくスポーツができるんだと、よく分かりました。
　（６年・倉

くら

持
もち

　葵
あおい

）　

2013年 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

施設交流活動

町内施設の新橋児童館・特別養護老人ホーム　虹の舎・
社会福祉法人　パステルに分かれて、それぞれ施設体
験をしました。最初は戸惑う様子も見られましたが、
慣れてくると積極的に行動できる参加者もいました。
将来福祉関係の仕事を目指す参加者にとっては、大変
貴重な体験となりました。

高校生
２日目
３日目

福祉講座と赤い羽根づくり
午前中は手話・点字・朗読の福祉体験をしました。初めて体験した人、すでに体験したことがある人もみんな真剣に取り組みました。飲み込みの速さにはボランティアの方々も関心していました。
午後からは、栃木県共同募金会の池田秀昭氏を講師に迎え、赤い羽根づくりを体験しました。上手くできたかな？？

小学生
３日目

　７月29日～８月２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13名、小学生30名が参加しました。今年の「ボランティアサマースクール」と「小学生チャ
レンジスクール」では、手話・点字・朗読の福祉講座や車いすバスケットボール体験、福祉施設での
交流活動やオリジナルの赤い羽根づくりなど、様々な体験で福祉の理解を深めました。５日間をとお
して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!!

車いすバスケットボール体験と

盲導犬歩行体験 in宇都宮

午前中は栃木県障害者スポー
ツ協会の佐々木清美氏を

講師に迎え、車いすバスケット
ボールを体験しました。

午後からは、東日本盲導犬協
会にて訓練犬の歩行体験

をしました。みんな楽しく学べ
ました!!

小学生
２日目

流しそうめんとバーベキュー

高校生、小学生ともに最終日は合同プログラムとして、
ホープ館の庭で流しそうめんとバーベキューを楽しみ
ました。竹とんぼの会の協力のもと、流しそうめんの
器も竹を使って手作りしました!!みんなおなかいっぱい
食べました☆

高校生
小学生
最終日

実施
しました!!
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　平成２５年８月３１日(土) ～９月１日(日)に災害ボランティア養成講座としてボランティアバスを実施
しました。
　今回が３回目の実施となったボランティアバスには一般ボランティア２０名、社協職員５名の計２５名
が参加しました。初日は宮城県七ヶ浜町復興支援ボランティアセンターでのボランティア活動を行い、２
日目は現地スタッフによる被災地の現状説明や活動状況などの話を聞きました。現地ボランティア、スタッ
フの方の「生」の声を聞くことで、参加者がそれぞれ被災地への思いを深めることができました。今後も
様々な形での支援を継続していきたいと思います。

【参加者された方の感想をご紹介します】

被災地復興支援ボランティアバス
平成25年度

災害ボランティア
養成講座

平成25年度　傾聴ボランティア養成講座
　９月13日(金)、18日(水)、20日(金)の３日間、NPO法人ホールファミリーケア協会の鈴木絹江氏を
講師に迎え、傾聴ボランティア養成講座が開催されました。31名の参加者は、ロールプレイとよばれる
実践形式の講義を中心に、傾聴の基本的な心構えや様々なスキルについて学びました。参加者は講師の
話に何度もうなずき、メモをとりながらとても真剣に受講されていました。今回の学びをさまざまな場
所で役立てていただけたらと思います。

【受講された方の感想をご紹介します】

町民農園の草取り、畝づくりをしました

　３回目の七ヶ浜町の訪問でしたが、以前のガレ
キや泥に覆われた姿が一変して、畑にソバや大豆
が植えられており、感無量でした。(60代・女性)
　現地スタッフによる報告は、現地に行っての説
明だったのでわかりやすかった。(50代・男性)

認知症高齢者、死にたい願望の
人に対する方法（話のすすめ方）
など参考になりました。

認知症の方の傾聴が
特に役立つように思いました。

前回受講して、さっぱり理解できず
その後、傾聴に関わってきて、迷いが
解決できる手がかりを得ました。
ありがとうございます。

今日の傾聴講座を定期的に
開催してほしい。

今回教えていただいたことを
少しでも役にたてたい。

スキルアップ講座も
お願いします。

身近な家族に対しての傾聴姿勢を
考え直す、良い機会となりました。

被災地の現状、活動状況を聞きました

　もう少し作業時間がほしかった。
(70代・女性　他3名)

　初めての経験でした。自分でも少しは役に立つ
事が出来たという気持ちで、とてもうれしく感じ
ました。(60代・女性)

１日目 ２日目
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広報を読むのが大変な方に
録音テープがあります

広報「のぎ」を録音したカセットテープが役場玄関、
ホープ館窓口、図書館に置いてあります。どなたで
も借りられます。図書館はカウンターに申し出て、
役場玄関と、ホープ館は申し出無しで自由にお持ち
帰りください。なお、120分のカセットテープが不
足しています。未使用のテープを寄付してくださる
方、ご連絡ください。
朗読の会「のぎく」　連絡先　電話56−0180　小川

◦昇柳会様………………………………… 18,900円

◦野木町商工会女性部様………………… 28,000円
◦神谷運送株式会社様
　（ひまわりフェスティバルの益金）…… 13,850円
◦五家英子様…………………………　車椅子１台
◦野木ライオンズクラブ様
　　……………… 50,000円

◦渡邉会計事務所様……………………… 50,000円

善 意 の 寄 付

8月

9月
10月

6月

ありがとうございました

至小山

至古河

図書館
●

●GS

●
消
防
署

国
道
４
号
線

野
木
駅

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
11/21・1/16
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
11/19・12/17・1/21
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）

福祉講座の受講者募集!!
　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。
手話講座（初心者向け） 朗読講座（初心者向け） 点訳講座（初心者向け）

日　時 内　容 日　時 内　容 日　時 内　容

1/20 ㈪ 伝えあってみよう
日常の動き等を表現 1/17 ㈮ 腹式呼吸・発声 1/14 ㈫ 視覚障がい者の状況

点字の読み方

1/27 ㈪ 自己紹介をしよう
名前、手話と指文字 1/24 ㈮ 声に出して読んでみよう 1/21 ㈫ 語の書き表し方①

(清音・濁音・拗音)

2/ 3 ㈪ 家族を紹介しよう
誕生日、数字の表し方 1/31 ㈮ 表現技術 1/28 ㈫ 語の書き表し方②

（仮名遣い・数字とアルファベット）

2/10 ㈪ 趣味は？表情と手の
動きで気持ちを表現 2/ ７ ㈮ 表現技術 2/ 4 ㈫ 分かち書き

（文を書く）

2/17 ㈪ まとめ
手話サークルの人と交流 2/14 ㈮ 伝わる朗読 2/18 ㈫ 視覚障がい者による講話

分かち書き

●開講場所／ホープ館（老人福祉センター）　 ●募集人員／各講座10名程度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(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㈫～29日㈮

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までお申込みください。



《講師プロフィール》
特別養護老人ホーム施設長、地域包括支援セン
ター長・在宅介護支援センター相談員などを歴
任。現在、若年性認知症の人と家族の居場所を
地域に作ろうと、宇都宮市内の生きがい対応型
デイサービスセンター敷地内に、石蔵を活用し
たコミュニティカフェ「若年性元気サロン」を
オープン。また、認知症に関する電話相談の開設、
各種つどい、講演会等に活動中。

平成25年度 野木町社会福祉協議会

《演 題》　明日をみいだす本人、家族の声を生かす地域
《講 師》
「認知症の人と家族の会」
栃木県支部長

金
かな

澤
ざわ

　林
しげ

子
こ

 氏

平成25年12月7日㈯
時間：午前10時〜正午
場所：ホープ館（野木町老人福祉センター）
◇町社会福祉協議会による表彰状と感謝状贈呈

福祉講演会 開催ご案内

【野木町社会福祉協議会　事務職員募集のお知らせ】
野木町社会福祉協議会　事務職員（正規職員）

採 用 人 数 １名
採 用 年 月 日 平成26年４月１日
業 務 内 容 社会福祉協議会一般事務等

学歴・資格・要件等
①平成26年３月31日現在で大学・短大卒業予定者及び卒業者で
　昭和61年４月２日以降に生まれた方
②普通自動車運転免許

試 験 日 １次試験　平成25年12月15日（日）　　（教養試験、作文試験）

申 込 方 法 募集要項を当会で配布します。
また、当会のホームページからダウンロードもできます。

受 付 期 間
必要書類を平成25年11月29日（金）までに提出してください。
土・日曜日・祝日を除く（午前８時30分～午後５時15分）
郵送の場合は、11月29日（金）　消印有効

《送迎ボランティア》
　国分寺特別支援学校に通学する児童がいますが、家庭の事情により通学バスの停留所（野木町役場）までの
手立てがない方の送迎に協力していただける方を、次のとおり募集いたします。皆様のご協力をお願いします。
■送迎内容　児童の自宅(野木町野木)から野木町役場までの自家用車での送迎
■送迎時間　月曜と金曜(月１回程度)　
　　　　　　登校時／午前７時45分　自宅　下校時／午後２時45分　野木町役場
《配食ボランティア》
　配食ボランティア活動は、一人ぐらし等の高齢者の方に、毎週金曜日昼食用のお弁当を
届ける活動です（運転ができない方も同乗者として活動できます）。地域の方々の暮らしを
地域の人々の力で支えていく、時間を活かしたボランティア活動にご協力をお願いします。
■送迎日　　金曜日（月１回程度）
■時　間　　午前10時45分～正午まで

《ボランティア急募
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のお知らせ》

お問い合わせ先：
野木町社会福祉協議会
　　　　　☎57−3100

【問合せ・申込先】野木町社会福祉協議会 ☎57−3100

福祉サービス
・介護相談
お気軽にご相談
ください

多くの方の
　ご参加を
　お待ちして
　　おります

介護機器・用品等の展示
介護ベッド、シニアカー、
ポータブルトイレなど
福祉用具展示車

手話通訳あります
車椅子席あります


