
「しもつけ社協だより」は、赤い羽根共同募金事業配分金により作成しております。

　秋晴れの下、石橋地区 10月17日（金）、
国分寺地区 10 月 24 日（金）、南河内地区
10月30日（木）にふれあいふくし運動会が
開催されました。
　高齢者、障がい者、幼稚園、保育園児みん
なで楽しくふれあいながら和気あいあいと
スポーツを楽しみました。
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 ふくし運動会開催 ふくし運動会開催 ふくし運動会開催
ふれあいふれあいふれあい

国分寺地区

　秋晴れの下、石橋地区 10月17日（金）、
国分寺地区 10 月 24 日（金）、南河内地区
10月30日（木）にふれあいふくし運動会が
開催されました。
　高齢者、障がい者、幼稚園、保育園児みん
なで楽しくふれあいながら和気あいあいと
スポーツを楽しみました。

石橋地区
南河内地区

園児と一緒♪

パン食い競走！

ボール送り！
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しもつけ社協だより

円23,000

●はくつる会工房つばさ　 ●（福）啓愛会エール
●日向野魚店　●下野市更生保護女性会
●Heart  Berry　●老人クラブ陶芸クラブ
●下野市母子寡婦福祉会
●小山富士見台病院　デイケア
●しもつけ地域活性化委員会
　　　　●心身障害児者父母の会（国分寺）
　　　　●地域活動支援センターゆうがお
　　　　●ゆうゆうすまいる
　　　　●下野市ボランティア連絡協議会

円

高額寄付者表彰高額寄付者表彰

●櫻井　信正（東京都）
●下野市ゴルフ協会
　　会長　福田直司
●宇都宮農業協同組合
　南河内青果物部会連絡協議会　

　個人で10万以上、団体で20万以上
　　社会福祉事業のために寄付した者（累計含む）

敬称略・順不同

敬称略・順不同

チャリティー模擬店寄付チャリティー模擬店寄付チャリティー模擬店寄付

　１０月５日（日）大松山運動公園ピクニック広場において、ふくしフェスタを
開催しました。
　今年は、ねんりんピック栃木２０１４と同時開催となりましたが、朝から雨が降
り、午後には雨も強まってきてしまい、残念ながら天候には恵まれませんでした。
　そんな悪天候にも関わらず、わくわくステージ発表やスタンプラリー、模擬店
や移動動物園など各コーナーに、たくさんの方々にご来場いただきました。

しもつけふくしフェスタのオープニングセレモニーに
おいて、高額寄付者の方に感謝状を贈呈いたしました。
寄付者の皆様に対し、心よりお礼申しあげます。

～心より感謝いたします～

ご協力ありがとうございました！ご協力ありがとうございました！

23,000

しもつけふくしフェスタしもつけふくしフェスタ 20142014しもつけふくしフェスタしもつけふくしフェスタ 20142014

開催しました！開催しました！開催しました！
第８回第８回
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　「～アフリカからの贈り物～豊作を願って…」をメインテ
ーマに、恒例となりました秋祭りを開催いたしました。
　オープニングにアフリカンダンスサークル（シルバー大学ＯＢ）
の皆さんをお迎えし、賑やかに…華やかにスタートしました。
　続いて、ゲーム大会、職員による出し物と盛りだくさんの
１日を過ごしていただきました。
　職員の出し物に大笑いしすぎて涙する人…感動して涙す
る人…、皆さんそれぞれにのぞみの秋祭りを楽しんでいた
だき、いつもと違うデイサービスを感じていただけたので
はないでしょうか。

○栃木県知事表彰 ○栃木県老人クラブ連合会長表彰
優良老人クラブ……薬師寺一丁目老人会
民生委員・児童委員功労……横溝トシ子

○栃木県心身障害児者親の会連合会長表彰
・永井千代子　　　・中井令子

○栃木県社会福祉協議会長表彰
民生委員・児童委員功労………石田浩一

優良老人クラブ………………本町福寿会
老人クラブ育成功労…………柏崎とし江
　　　　　　　　　　（若林なかよし会）

（敬称略）

第20回 第28回栃木県民福祉のつどい 栃木県老人クラブ大会

下野市社協会費追加報告
（平成26年9月～10月）敬称略

特別会費
（法人事業所）

現在も会員募集中です。
　　ご協力をよろしく
　　　　 お願いいたします。

社協会費にご協力ありがとうございます社協会費にご協力ありがとうございます

・ゆうゆう振興会　・㈲かたね
・㈲トキオセッケイ

デイサービスセンターのぞみ秋祭りデイサービスセンターのぞみ秋祭り
　「～アフリカからの贈り物～豊作を願って…」をメインテ
ーマに、恒例となりました秋祭りを開催いたしました。
　オープニングにアフリカンダンスサークル（シルバー大学ＯＢ）
の皆さんをお迎えし、賑やかに…華やかにスタートしました。
　続いて、ゲーム大会、職員による出し物と盛りだくさんの
１日を過ごしていただきました。
　職員の出し物に大笑いしすぎて涙する人…感動して涙す
る人…、皆さんそれぞれにのぞみの秋祭りを楽しんでいた
だき、いつもと違うデイサービスを感じていただけたので
はないでしょうか。

祭祭

上位入賞目指し頑張ったゲーム大会

上位入賞目指し頑張ったゲーム大会

職員による「よさこいソーラン」は、
正統派チーム・ずっこけ組に分かれて
披露いたしました

職員による「よさこいソーラン」は、
正統派チーム・ずっこけ組に分かれて
披露いたしました
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　地域活動支援セ
ンターすみれでは、
様々なボランティ

アの方々にご協力をいただき、
作業に取組んでいます。
　今回は、石橋地区民生委員児
童委員の方々にお手伝いをいた
だきました。時間とともに和や
かな雰囲気になり、作業もはか
どりました。

すみれのすみれのすみれのボランティア紹介ボランティア紹介ボランティア紹介地域活動支援センター

　１０月１・２日の２日間、市内のスーパー・道の駅など４ヶ所で
ボランティア連絡協議会会員が街頭募金活動を実施しました。
延べ６０人もの会員がボランティアに参加し、行きかう市民や
買い物客に共同募金活動への協力を呼びかけました。
　２日間の活動で、合計７１，８６９円もの募金をお預かりしま
した。ご協力いただきました皆様に心より感謝を申し上げま
す。
　皆さまからの貴重な募金は県共同募金会に送金後、約７割
が下野市に配分され地域福祉事業などに役立てられます。残
りの約３割は県内全体の福祉施設や災害の準備金として役立
てられます。

赤い羽根
共同募金

あたたかいご支援ありがとうございました！あたたかいご支援ありがとうございました！

赤い羽根
共同募金

ボランティア連絡協議会による街頭募金活動実施報告

なのはな便りなのはな便りなのはな便り
　地域活動支援センターなのはなでは、ふくしフ
ェスタ2014の「わくわくステージ」に４名の利用
者の方が歌とダンスで出演しました。
　あいにくの雨の中、元気いっぱいダンスを踊り
ました。歌もとても良く声が出ていて、歌詞も間
違えずに歌う事が出来ました！

地域活動支援
センター

障がい児者交流会を実施
ニコニコ笑顔でたのしく
ふれあいました！
　９月１３日（土）国分寺聖武館において、市内の障がい者の方を対象とした「障が
い児者交流会」が行われ約９０名の方が参加しました。民生委員児童委員やボラン
ティアの皆さんのご協力のもと、リトミック体操では参加者同士で手を取り合いな
がら体を動かしたり、輪なげや玉入れゲームなどでチーム対抗戦を行ったりと、に
ぎやかに交流し楽しみました！

仲良く
手を取り合ってステップ！！
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　書籍（在宅介護報酬算定書）

㈲小菅農機、加藤芳江、ひまわりクラブ、㈱ TOKAI 高圧栃木支店、
横溝トシ子、倉井シヅ、神戸司、グンゼ労働組合宇都宮支部、齋藤好子、
石橋本町郵便局、柳好江、JIN’S   OFFICE、島﨑トシ、匿名6件

成田元子、小玉由良、菊地洋子、下野市商工会女性部、加藤芳江、㈲保久開発、ひ
まわりクラブ、小野清子、星野光子、橋本京子、稲葉畳店、田中菊江、関本洋子、菅
俣節子、下野五郎と仲間たち、石橋小学校PTA、高松孝、グンゼ労働組合宇都宮
支部、守屋・大塚富喜子、北迫肇、永井清美、日帰り温泉友の会、齋藤好子、本町
福寿会、後藤行雄、池田みつ枝、伴沢和子 他 2名、宍戸文子、川俣美津江、髙野
ナミ子、岩澤正美、きらら館トレーニングルーム、見目陽美・さくら、小島節子、千
寿会有志一同、飯野友紀、島﨑トシ、第二薬師寺幼稚園父母の会、上野幸光、中山
正行、石川利光、グリム保育園、田仲利子、檜山ヤイ、旭町旭クラブ、匿名11件

山田正士、柳好江、匿名2件

匿名1件 つるかめ診療所若林清志

海老原ミサ、グンゼ労働組合宇都宮支部、中澤七郎、齋藤好子、見
目陽美、柳好江、島﨑トシ、ひまわりクラブ、匿名2件

12月14日     午前10時～12時

平成26年度累計　631,418円

（敬称略）

皆さまからのご寄付を
　ありがとうございます
皆さまからのご寄付を
　ありがとうございます
9月1日～10月31日
匿名
橋本正
南河内歌謡愛好会
医）南河内診療所
しもつけKAIGO勉強会
匿名
両毛ヤクルト販売（株）
　代表取締役社長　相馬稔
フェスタチャリティー模擬店

……………………………………５，０００円
………………………………１０，０００円

…………………４７，７１５円
…………………４６，９８２円
……………３６，０００円

…………………………………１０，０００円

………５０，０００円
………２３，０００円

9～10月　合計　　２２８，６９７円

（敬称略）（敬称略）
まごころをありがとうございますまごころをありがとうございますまごころをありがとうございます
　プルタブ　プルタブ

　ベルマーク　ベルマーク

　テレカ　テレカ
　車イス　車イス

　使用済み切手　使用済み切手

山田正士、柳好江、匿名2件

　ハガキ　ハガキ
匿名1件

　書籍（在宅介護報酬算定書）
つるかめ診療所若林清志

㈲小菅農機、加藤芳江、ひまわりクラブ、㈱ TOKAI 高圧栃木支店、
横溝トシ子、倉井シヅ、神戸司、グンゼ労働組合宇都宮支部、齋藤好子、
石橋本町郵便局、柳好江、JIN’S   OFFICE、島﨑トシ、匿名6件

成田元子、小玉由良、菊地洋子、下野市商工会女性部、加藤芳江、㈲保久開発、ひ
まわりクラブ、小野清子、星野光子、橋本京子、稲葉畳店、田中菊江、関本洋子、菅
俣節子、下野五郎と仲間たち、石橋小学校PTA、高松孝、グンゼ労働組合宇都宮
支部、守屋・大塚富喜子、北迫肇、永井清美、日帰り温泉友の会、齋藤好子、本町
福寿会、後藤行雄、池田みつ枝、伴沢和子 他 2名、宍戸文子、川俣美津江、髙野
ナミ子、岩澤正美、きらら館トレーニングルーム、見目陽美・さくら、小島節子、千
寿会有志一同、飯野友紀、島﨑トシ、第二薬師寺幼稚園父母の会、上野幸光、中山
正行、石川利光、グリム保育園、田仲利子、檜山ヤイ、旭町旭クラブ、匿名11件

海老原ミサ、グンゼ労働組合宇都宮支部、中澤七郎、齋藤好子、見
目陽美、柳好江、島﨑トシ、ひまわりクラブ、匿名2件

●お申込み・お問合せはお近くの地域包括支援センターまで。

お茶会
1月21日（水）

グリーンタウンコミュニティセンター
100円

1月14日（水）

下野市在住の方 下野市在住の方①現在在宅で介護している方
②過去に在宅で介護していた方（1年未満）

介護技術～在宅での看取り方～
2月

詳しい日程は未定
講師をつるかめ診療所の
鶴岡優子先生にお願いしています。
決まり次第広報等でお伝えします。

13：30～14：30頃

テーマ
日にち

場　所

定　員
締　切

介護技術～着替え・清拭～
12月11日（木）

無料
動きやすい服装・シューズ

定員になり次第もしくは12月4日（木）
20名20名

10：0０～１1：3０

持ち物

お知らせ　地域包括支援センターでは様々な教室を開催しています。興味のある方はぜひご参加下さい。

●お申込み・お問合せはお近くの地域包括支援センターまで。

ゆうゆう館  会議室
参加費

時　間

対象者

家族介護者交流会ほっと介護教室 ほっと介護教室家族介護者交流会ほっと介護教室 ほっと介護教室

☎44-3002
☎43-1229
☎51-0633

＊地域包括支援センター                 (南河内児童館内)
＊地域包括支援センター               (ゆうゆう館内)
＊地域包括支援センター               (きらら館内)　

　地域包括支援センターは高齢者のあなたの応
援団です。皆さんが元気で安心して生活できる
ようお手伝いします。何でも聞いてください。

みなみかわち
こ く ぶ ん じ
い し ば し

社会福祉士（契約）
前田 千絵 野口 美保

地域包括支援センター
こくぶんじ

ケアプランセンター
下野市社協

保健師（契約）

地域包括支援センター
こくぶんじ

ケアプランセンター
下野市社協

髙梨 由佳里
介護支援専門員（臨時）介護支援専門員（臨時）
野口 美保野口 美保

ケアプランセンター
下野市社協

ケアプランセンター
下野市社協

介護支援専門員（臨時）介護支援専門員（臨時）
奥田 綾乃 野口 美保

介護支援専門員（臨時）介護支援専門員（臨時）
野口 美保野口 美保

ボランティアセンター

介護支援専門員（臨時）一般事務（臨時）
保坂 由香理

下野市地域包括支援センターこくぶんじから耳より情報下野市地域包括支援センターこくぶんじから耳より情報下野市地域包括支援センターこくぶんじから耳より情報

通常開館

南河内児童館

1月10日土
午前10時～12時

平成27年
コミュニティセンター友愛館

★参 加 費：300円（プレゼント・お菓子代）
★申込締切：12月5日（金）まで

コミュニティセンター友愛館

★参 加 費：300円（プレゼント・お菓子代）
★申込締切：12月5日（金）まで

平成26年

12月14日     午前10時～12時

開館日・イベントのお
知らせ

1月24日土  午前10時～12時1月24日土  午前10時～12時
コミュニティセンター友愛館コミュニティセンター友愛館

平成27年
♪♪

♪♪

下野市社会福祉協議会 Tel. ４３-１２３６■お問合せ・申込み先
●平成26年9月30日付けで、
　・野口美保（ケアプランセンター下野市社協）が、退職致しました。

退職者のお知らせ

新入職員を紹介します新入職員を紹介します

★参加費無料　★自由参加★参加費無料　★自由参加
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＊栃木県弁護士会より弁護士が派遣され、法律相談を行います。
＊事前予約制となりますので、希望する方は、各支所へご連絡ください。(先着受付) 会場

tel.52-1135 tel.43-1236 tel.47-1123内容

12月～2月の日程

会　　場 予約受付期間

社協石橋支所（きらら館内）

１１／１４～
         １２／１１

社協南河内支所（ふれあい館内） 

１２／１２～
　　　１／　８

１／９～２／１２

１２月１１日（木）
ＰＭ1：00～4：30

１月 ８日（木）
ＰＭ1：00～4：30

社協本所（ゆうゆう館内）

２月１２日（木）
ＰＭ1：00～4：30 

開　催　日

＊日常生活の心配ごとや悩みごとのご相談に応じ、助言を行います。
＊予約は必要ありませんので相談日に各会場にお越しください。

予約電話／47-1123

予約電話／52-1135

予約電話／43-1236

民生委員・児童委員・行政相談委員・人権擁護委員

石橋支所（きらら館内） 本所（ゆうゆう館内） 南河内支所（ふれあい館内）

12月　1日（月）
 8日（月）

  1月　5日（月）

11月17日（月）
12月15日（月）
  1月19日（月）

 12月　2日（火）
9日（火）

  1月　6日（火）
　　　13日（火）

12月  5日（金）
12日（金）

　1月　9日（金）

11月18日（火）
12月16日（火）
1月20日（火）

11月21日（金）
12月19日（金）
1月16日（金）

12月22日（月）
1月26日（月）

11月25日（火）
1月27日（火）

11月28日（金）
12月26日（金）
 1月23日（金）

一般相談
◆相談員
　民生委員・人権擁護委員
   〈午後1:３０～３:３０〉

総合相談
◆相談員／民生委員
 人権擁護委員・行政相談員
 〈午後1:３０～３:３０〉

児童母子相談
◆相談員／児童委員
 〈午後1:３０～３:３０〉

＊予約受付期間を設けていますのでご注意下さい。
　また、ご利用は平成26年度内でおひとりにつき2回までとなります。

前回の
当せん者

・横嶋　友子 様 ・齋藤　好子 様
・飯島　康弘 様

○しめきり平成２6年12月１５日（必着）
★正解者の中から抽選で３名の方に、図書カードをプ
レゼントさせていただきます。なお、クイズの正解と
当選者につきましては、次号の社協だより（1月１５日
発行予定）でお知らせします。ご記入
いただいた個人情報は目的以外の用
途には使用いたしません。

○応募方法官製はがき、またはメールにて、クイズの答え、住所、
氏名、年齢、電話番号、「しもつけ社協だより」の
感想などをご記入の上、下記までご応募ください。

「炊き出し」でした

○あ て 先 〒329-0414　下野市小金井789
下野市社会福祉協議会「社協チャレンジクイズ」係
　  info@shimotsuke-syakyo.or.jp

ヒントヒント

２ページ
を見てね

！

前回のこたえ

「ボランティアしてみたいけど、なかなかきっかけがない・・・」と思っている方、チャンスです！ 初心者のための「ボランティアビギ
ナー講座」に参加してみませんか！？ボランティア経験者で、改めておさらいしたい方も大歓迎です。お気軽にご参加ください！
「ボランティアしてみたいけど、なかなかきっかけがない・・・」と思っている方、チャンスです！ 初心者のための「ボランティアビギ
ナー講座」に参加してみませんか！？ボランティア経験者で、改めておさらいしたい方も大歓迎です。お気軽にご参加ください！

ボランティア活動に興味のある方、５～10名程度

参加ご希望の方は、12月1日（月）までに電話・
ＦＡＸ・メールで下記へお申し込みください。

●対象者

●申込み

●お問合せ、お申し込み先
下野市社会福祉協議会・ボランティアセンター
〒329-0414　下野市小金井789（ゆうゆう館内）
TEL.0285-43-1236　FAX.44-5807
　  info@shimotsuke-syakyo.or.jp
担当：青山・小川・保坂

１２月１１日（木）　10：00～12：00
会場　ゆうゆう館　ボランティアルーム
★ボランティアのいろは～ボランティアについての学習会
★“福祉体験学習”車イス体験・高齢者疑似体験など

１２月12日（金）　9：00～12：20頃
会場　国分寺小学校
★小学校の福祉学習プログラムに、ボランティアとして参加します

●小学校での「ふくし移動講座」サポートボランティア体験

第１回

第２回

参加者
募集中！

参加無料
ボランティアビギナー講座ボランティアビギナー講座ボランティアビギナー講座

！新しい自分を発見新しい自分を発見！ パート２

11月～1月の日程

社協クイズ
応募QRコード

　恒例のしもつけふくしフェスタ、今年は
〇〇〇〇ピックと同時開催となりました。
下野市は囲碁大会の会場になりましたね。

上記文章の〇の中に入る文字は何？
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