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

障がい者スポーツ教室障がい者スポーツ教室

社協会員募集

天平の花まつり
招待事業招待事業

　4月5日㈮、市観光協会・社会福祉協議会の共催
による天平の花まつり招待事業を、天平の花まつり
会場において開催いたしました。
　当日は、市民生委員児童委員・花まつり出店会の
ご協力をいただき、市内の福祉施設を利用している
高齢者・心身障がい児者と障がい者団体会員等、約
430人を招待しました。青空のもと、お花見や食事
をしながら歌謡ショー、大道芸、マジックパフォー
マンスなどを楽しみました。また、招待者による演
芸大会では自慢の歌声やダンスを披露し、みんなで
盛り上がりました。お土産の銭石まんじゅうも好評
で、笑顔あふれる一日となりました。

天平の花まつり
招待事業

天平の花まつり
招待事業
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法人運営事業及び社会福祉事業

公益を目的とし社会福祉と関係する事業（社会福祉事業以外）

社会福祉事業または公益事業の財源にあてる事業

各種イベント販売事業事業収入（桃太郎旗) 1,145 1,145

生きがい活動通所事業

地域包括支援センター事業

1,234

20,190

21,424

受託金収入
事業収入
負担金収入
介護保険収入
雑収入
受取利息配当金収入
前期未支払資金残高

13,472
1

172
3,786

1
1

3,991
21,424

●支出の部●収入の部

●3月31日付けで、川俣一由（事務局長）、但馬好美（地域活動支援センターすみれ施設長）、毛呂純子（地域包括支援センター
　こくぶんじ）、亀田智宏（地域活動支援センターなのはな）が退職いたしました。

●支出の部●収入の部

法人運営事業

地域福祉事業

社協資金貸付事業

生活福祉資金貸付事業

心配ごと相談所事業

共同募金配分金事業

ボランティアセンター事業

居宅介護支援事業

訪問入浴介護事業

通所介護事業

訪問介護事業

自立支援事業

地域活動支援センター事業

85,351

26,838

1,380

3,936

1,221

8,996

4,895

26,180

12,686

69,112

27,378

4,730

22,116

294,819

予 算 額項　　目予 算 額項　　目

予 算 額項　　目

予 算 額

予 算 額項　　目

予 算 額

合　　計

合　　計

項　　目

合　　計

合　　計

項　　目

●支出の部（単位：千円） （単位：千円）

（単位：千円） （単位：千円）

（単位：千円） （単位：千円）

下野市社会福祉協議会 下野市社会福祉協議会 予算予算下野市社会福祉協議会 予算下野市社会福祉協議会 予算

会費収入
寄付金収入
補助金収入
助成金収入
受託金収入
事業収入
貸付事業等収入
共同募金配分金収入
介護保険収入
自立支援費等収入

利用料収入
雑収入
受取利息配当金収入
会計単位間繰入金収入
経理区分間繰入金収入
積立預金取崩収入
前期末支払資金残高

13,250
1,001
57,500
500

22,458
3,996
900

8,986
91,271
4,150

補助事業等収入 19,115

73
72

10

745
29,817
13,050
27,925
294,819

●収入の部

収益会計

新入職員を紹介します

公益会計

一般会計
平成25年３月26日㈫開催の理事会及び評議員会において、平成25年度の事業計画・収支予算が承認されました。

平成25年度

よろしくお願いします！

テレフォンカード
ベルマーク

使用済み切手

プルタブ

Y・S、第二薬師寺幼稚園父母の会、永山登志子、JA宇都宮
みどり会南河内支部、おおはし茶園、上杉悦子、菅俣節子、
佐藤利子、きらら館トレーニングルーム、寺内宏、田口茂子、
海老原節子、下野市茶華道協会（加藤会長）、長田恭子、
岩上美佐子、自治医大前キリスト協会、長田恭子、匿名7名

蛭川眞由美、匿名1名

野沢久子、海老原節子、見目陽美、国際医療福祉大学生有志

大関きらら、稲葉幸作、渋谷みち子、第二薬師寺幼稚園
父母の会、菊地一美、絹板自治会JAみどり会南河内支部、
上杉悦子、竹下守、早川正子、石島ヨシイ、佐藤日奈子、
守屋、大塚富喜子、小野清子、髙野ナミ子、佐藤利子、
大沼博、中山正行、田仲英雄、篠崎トモコ、田仲悦子、
田仲利子、野沢久子、田口茂子、芳賀豊美、上野昭子、
下野市茶華道協会（加藤会長）、宮内泰、日帰り温泉友の会、
添田利子、吉田西小6年、島倉セツ、中島紀文、見目亮・
さくら・快、岩澤正美、本町2区14班 大竹・木村・酒主・
藤沢、本町3区11班 大沼・直売所・四季彩、蛭川眞由美、
中山悦男、曽根容子、国際医療福祉大学生有志、匿名8名

事務局長（新規採用）

川端　昇
施設長（契約）

地域活動支援センター
すみれ

山口 有信
支援員（契約）

地域活動支援センター
なのはな

山北 沙織
介護支援専門員（契約）

地域包括支援センター
こくぶんじ

中村 美恵子
一般事務（臨時）

あすてらす・しもつけ
安田 由美子

一般事務（臨時）

庭野　結



・出会いふれあいサービス事業
・高齢者生きがいサロン事業
・高齢者筋力向上トレーニング事業
・手押し車（シルバーカー）購入助成

・ボランティアセンターの運営
・ボランティア活動に関する
　各種講座の開催
・点字図書の作成・提供
・音訳テープ・ＣＤ貸出
・ボランティア広報紙「きらり」の発行

・福祉教育の推進　
・ふくし移動講座
・安全帽子の購入助成
 （新小学1年生）
・親子ふれあい事業
・実習・職場体験学習
　の受入れ

・障がい者スポーツ教室事業
・障がい児者交流事業
・地域活動支援センターすみれ
　なのはな運営

・地域福祉活動計画の策定
・地区社協の基盤整備
・しもつけふくしフェスタ
　2013の開催
・ふれあいふくし
　運動会の開催
・外出支援サービス事業　
・福祉バス運行・管理
・あすてらす・しもつけ（日常生活自立支援事業）
・花まつり招待事業
・歳末慰問事業　　・イベント用具・福祉用具の貸出し

・居宅介護支援事業（ケアプラン作成）
・訪問介護事業（ホームヘルパー派遣）
・通所介護事業（デイサービスセンターのぞみ）
・地域包括支援センターこくぶんじの運営
・日本赤十字社事業の協力
・赤い羽根共同募金運動の実施
・福祉団体への援助・協力

・しもつけ社協だよりの発行
・ホームページの活用
　URL  http://www.shimotsuke-syakyo.or.jp

・心配ごと相談所事業
・無料法律相談事業

定

タ

（日常生活自立支援事業）

高齢者福祉事業

障がい児者福祉事業

ボランティアセンター事業

地域福祉事業

広報・啓発活動

その他の事業
相談事業

児童・青少年福祉

定定

しもつけふくしフ
ェスタ

しもつけふくしフ
ェスタ

しもつけふくしフ
ェスタ

障がい者スポーツ
教室

障がい者スポーツ
教室

障がい者スポーツ
教室

ボランティア活動
に関する

ボランティア活動
に関するランティア活動に
関するンボランティア活動
に関する

各種講座の開催各種講座の開催各種講座の開催

親子ふれあい事業親子ふれあい事業親子ふれあい事業

ボランティアセンター  受講者募集

　下野市宮城県亘理町応援団は、昨年に引き続き４
月23日㈫に宮城県亘理町の仮設住宅に暮らす町民45
人を、市保健福祉センターゆうゆう館に招待し交流
会を行いました。応援隊員による心温まるおもてな
しや、栄町自治会有志による手打ちそばの振る舞い
もあり、招待者に大変喜ばれました。大広間のステ
ージでのカラオケ大会も盛り上がり、下野市でのひ
と時を満喫されました。

おもな事業平成25年度の

下野市宮城県亘理町応援団は 昨年に引き続き４

亘理町天平の花まつり招待事業を開催しました！亘理町天平の花まつり招待事業を開催しました！亘理町天平の花まつり招待事業を開催しました！



温泉・足湯でゆったり

ほっと介護教室
下野市在住の方

6月11日㈫

塩原もの語り館
1260円（昼食代）

定員になり次第

家族介護者交流会
①現在介護している方
②過去に介護していた方（1年未満）

介護シリーズ　～移動・移乗編～
7月10日㈬

10：0０～１1：3０ 9：0０～１6：3０
ゆうゆう館
無料

定員になり次第

対象者

テーマ
日にち

場　所

定　員
締　切

動きやすい服装・タオル

体操・ストレッチ

健康教育事業
おおむね65歳以上の下野市在住

5月24日㈮ 6月28日㈮ 7月26日㈮

無料

定員になり次第
40名25名 20名

10：0０～１1：3０

運動できる服装・靴・タオル・飲み物筆記用具持ち物

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。

のぼり旗（桃太郎旗）寄贈、誠にありがとうございました！

●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

児童

しもつけふくしフ
ェスタ

障がい者スポーツ
教室

各種講座の開催

親子ふれあい事業

傾聴ボランティア養成講座傾聴ボランティア養成講座
こころに寄り添って

ボランティアセンター  受講者募ボランティアセンター  受講者募集ボランティアセンター  受講者募集

　福祉施設や高齢者施設等で、悩みや寂しさを抱える方の気
持ちに寄り添い、こころの声を聴く。「傾聴」の対話のスキル
について演習（ロールプレイ）を中心に学習していきます。
具体的な傾聴方法がわかりやすく楽しく学べます。ぜひご参
加ください。

託児ボランティアスキルアップ講座託児ボランティアスキルアップ講座
　地域の子育て支援として、子育て中の方が安心して社会で
活動できるためのお手伝いをしてみませんか？この講座では、
下野市における保育環境の現状から託児に関する知識と実践
について学びます。お孫さんの託児機会の多い方にも参考に
なる内容が満載の講座です。

●日　時　平成 25年６月 27日㈭
　　　　　７月 4日㈭・11日㈭・18日㈭・25日㈭
　　　　　午後１時 30分～４時 30分　＜全５回＞

●講　師　話の聴き方（傾聴）教室　傾聴ハピネス
　　　　　代表　渡邊純子　先生
●会　場　ゆうゆう館　会議室　＜下野市小金井 789＞
●定　員　20名程度（下野市民・在勤者優先）先着順

●時　間　午前 10時～ 12時
　　　　　※第４回のみ９時 30分～現地集合

●会　場　生涯学習情報センター  ２階  研修室
●対　象　託児ボランティアに興味がある方、既に活動して
　　　　　いる方、お孫さんの託児をされている方
●定　員　15名

5月 20日㈪～６月７日㈮までお電話・FAX・メールにて
お申込みください

TEL 0285-43-1236　FAX 0285-44-5807
メール info@shimotsuke-syakyo.or.jp

　皆様から寄贈いただきました桃太郎旗につきましては、天平の花
まつり会場に樹立させていただきました。
　なお、寄贈益金につきましては、地域福祉事業推進の為に有効に
使わせていただき、今後尚一層福祉事業の充実発展に努力してまい
りますので、よろしくお願いいたします。

●下野市社会福祉協議会・ボランティアセンター
　☎0285-43-1236（土日・祝祭日除く）   FAX 0285-44-5807
●下野市生涯学習情報センター
　☎0285-40-0911（水曜休館）　FAX 0285-44-6644

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

６月１８日㈫

６月２５日㈫

７月 ２日㈫

７月 ９日㈫

７月１６日㈫

下野市の保育環境とファミリーサポート制度について

現代の若い子育て家庭は何に悩んでいるの？

託児における危険予防の知識と実践

施設見学  ～保育現場で働く人から～  inグリム保育園

講座をふりかえって  ～これからの託児支援～

お申込み受付期間 お問い合わせ・申し込み先

参加費無料

参加費無料

７月 19日㈮・22日㈪・
23日㈫・24日㈬のいずれか１日（ ）
デイサービス「のぞみ」において
ボランティア体験

参加費

時　間

対象者

お

寄贈総数 　128本
総額 1,127,600円

希望者

亘理町天平の花まつり招待事業を開催しました！



下野市社会福祉協議会 予算

の日館開
せら知お

＊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）

の日館
せら知 せ

＊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。

図書館ののの

日常生活 心配 とや悩 と 相談に応じ 助言を行 ます

開　催　日 会　場 予約受付期間

6月13日㈭
PM1:00～4：30 5/10～6/13

6月 3日㈪
10日㈪

7月 1日㈪
8日㈪

6月17日㈪

6月24日㈪
7月22日㈪

6月 4日㈫
11日㈫

7月 2日㈫
9日㈫

6月18日㈫
7月16日㈫

6月25日㈫
7月23日㈫

6月 7日㈮

7月 5日㈮
12日㈮

6月14日㈮
7月19日㈮

6月28日㈮
7月26日㈮

社協南河内支所（ふれあい館内）
予約電話／47-1123

7月11日㈭
PM1:00～4：30 6/14～7/11社協本所（ゆうゆう館内）

予約電話／43-1236

8月8日㈭
PM1:00～4：30 7/12～8/8社協石橋支所（きらら館内）

予約電話／52-1135

会場 石橋支所（きらら館内）
tel.52-1135 tel.43-1236

本所（ゆうゆう館内）

児童母子相談

一 般 相 談

総 合 相 談

南河内支所（ふれあい館内）
tel.47-1123内容

◆相談員
　民生委員・人権擁護委員
〈ＰＭ1:３０～３:３０〉

◆相談員／民生委員
　 人権擁護委員・行政相談委員
〈ＰＭ1:３０～３:３０〉

◆相談員/主任児童委員
〈ＰＭ1:３０～３:３０〉

テレフォンカードテレフォンカードテレフォンカード
ベルマークベルマークベルマーク

使用済み切手使用済み切手使用済み切手

プルタブプルタブプルタブ

平成24年累計　791,634円

（敬称略）

Y・Y・S、第二薬師寺幼稚園父母の会、永山登志子、S、第二薬師寺幼稚園父母の会、永山登志子、JA宇都宮JA宇都宮
みどりみどり会南河内支部、おおはし茶園、上杉悦子、会南河内支部、おおはし茶園、上杉悦子、菅俣節子菅俣節子、
佐藤利子佐藤利子、きらら館トレーニングルームきらら館トレーニングルーム、寺内宏寺内宏、田口茂子、田口茂子、
海老原節子、下野市茶華道協会（加藤会長）、長田恭海老原節子、下野市茶華道協会（加藤会長）、長田恭子、子、
岩上美佐子、自治岩上美佐子、自治医大前キリスト医大前キリスト協会協会、長田恭子長田恭子、匿名7名匿名7名

蛭川眞由美、蛭川眞由美、匿名1名匿名1名蛭川眞由美、匿名1名

Y・S、第二薬師寺幼稚園父母の会、永山登志子、JA宇都宮
みどり会南河内支部、おおはし茶園、上杉悦子、菅俣節子、
佐藤利子、きらら館トレーニングルーム、寺内宏、田口茂子、
海老原節子、下野市茶華道協会（加藤会長）、長田恭子、
岩上美佐子、自治医大前キリスト協会、長田恭子、匿名7名

野沢久子野沢久子、海老原節子海老原節子、見目陽美見目陽美、国際医療福祉大学生有志国際医療福祉大学生有志野沢久子、海老原節子、見目陽美、国際医療福祉大学生有志

大関きらら、稲葉幸作、渋谷みち子、第二薬師寺幼稚大関きらら、稲葉幸作、渋谷みち子、第二薬師寺幼稚園
父母の会、父母の会、菊地一美菊地一美、絹板自治会JAみどり会南河内支部絹板自治会JAみどり会南河内支部、
上杉悦子上杉悦子、竹下守竹下守、早川正子、石島ヨシイ、佐藤日奈早川正子、石島ヨシイ、佐藤日奈子、子、
守屋、大塚富喜子、小野清子守屋、大塚富喜子、小野清子、髙野ナミ子、佐藤利子、野ナミ子、佐藤利子、
大沼博、中山正行、田仲英雄、篠崎トモコ、田仲悦子、大沼博、中山正行、田仲英雄、篠崎トモコ、田仲悦子、
田仲利子、野沢久子、田仲利子、野沢久子、田口茂子、芳賀豊美、上野昭子、田口茂子、芳賀豊美、上野昭子、
下野市茶華道協下野市茶華道協会（加藤会長（加藤会長）、宮内泰宮内泰、日帰り温泉友の会、日帰り温泉友の会、
添田利子、吉田西小6年、島倉セツ、中島紀文、見目添田利子、吉田西小6年、島倉セツ、中島紀文、見目亮・亮・
さくら・快、岩澤正美、本町2区14班 大さくら・快、岩澤正美、本町2区14班 大竹・竹・木村・村・酒主・
藤沢、本町3区11班 大沼・直売所・四季彩、蛭川眞由美、藤沢、本町3区11班 大沼・直売所・四季彩、蛭川眞由美、
中山悦男中山悦男、曽根容子曽根容子、国際医療福祉大学生有志、匿名8名国際医療福祉大学生有志、匿名8名

大関きらら、稲葉幸作、渋谷みち子、第二薬師寺幼稚園
父母の会、菊地一美、絹板自治会JAみどり会南河内支部、
上杉悦子、竹下守、早川正子、石島ヨシイ、佐藤日奈子、
守屋、大塚富喜子、小野清子、髙野ナミ子、佐藤利子、
大沼博、中山正行、田仲英雄、篠崎トモコ、田仲悦子、
田仲利子、野沢久子、田口茂子、芳賀豊美、上野昭子、
下野市茶華道協会（加藤会長）、宮内泰、日帰り温泉友の会、
添田利子、吉田西小6年、島倉セツ、中島紀文、見目亮・
さくら・快、岩澤正美、本町2区14班 大竹・木村・酒主・
藤沢、本町3区11班 大沼・直売所・四季彩、蛭川眞由美、
中山悦男、曽根容子、国際医療福祉大学生有志、匿名8名

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

●開 館 日　平成25年
　　　　　　5月25日㈯　★通常開館（南河内児童館）
　　　　　　6月 8日㈯　★通常開館（南河内児童館）
　　　　　　　 22日㈯　★通常開館　七夕づくり 参加費無料（南河内児童館）
　　　　　　7月13日㈯　★通常開館（南河内児童館）
　　　　　　　 27日㈯　★通常開館（ゆうゆう館：ボランティアルーム）
●時　　間　10：00～12：00

■お問合わせ
　下野市社会福祉協議会
　Tel.0285-43-1236

無料法律相談無料法律相談 心配ごと相談所（予約制）（予約制） 民生委員・児童委員
・行政相談委員・人権擁護委員

＊ 6月～7月の日程
心配ごと相談所所所 民生民生

・行行行
所所所所所所

予約受付期間を設けましたのでご注意下さい。
また、ご利用は平成25年度内でおひとりにつき2回までとなります。

3月1日～3月31日
国分寺グラウンドゴルフ協会
パンサークル一同
生命の貯蓄体操  秋桜道場
ボランティア書道講座「漣」
増子道介
しらさぎ歌謡協会
匿名

……………………12,500円
…………………………………1,720円

…………………………562円
……………………20,000円

……………………………………………2,000円
………………………………20,000円

………………………………………………10,000円
3月合計　　66,782円

4月1日～4月30日
小平貞明
増子道介
匿名
匿名
匿名
鈴木登

…………………………………………16,970円
……………………………………………3,000円

………………………………………………30,000円
………………………………………………10,000円
…………………………………………………3,000円
………………………………………………5,000円

4月合計　　67,970円

心心心心心心心心心心心心心心心心6月～8月の日程



○応募方法

○あ て 先

社協クイズ応募QRコード

〒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

○しめきり 平成２5年6月１５日（必着）

前回の
当せん者
前回の
当せん者

・稲葉八重子 様　
・高野　忍　 様　
・藤澤　友理 様　

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。

　地域包括支援センターで開催される教室は、家族介
護者交流会・健康教育事業・○○○介護教室です。
○に入る文字はなんでしょう？

★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（7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。

ヒントヒント
4ページをみてね。

日赤社資募集に
ご協力をお願いいたします
日赤社資募集に
ご協力をお願いいたします

障がい者スポーツ教室障がい者スポーツ教室障がい者スポーツ教室障がい者スポーツ教室障がい者スポーツ教室
参加者募集！！

○普通会員（一般世帯）
一口

一口

円1,000
○特別会員

特別会員は、個人、企業、団体等で趣旨に賛同
してくださる方にご加入していただいております

円以上3,000

社協会員募集社協会員募集社協会員募集社協会員募集

①のぞみ　②とちまる でした

　社会福祉協議会では、市民のみなさまの参加と協力により、明る
く住みよいまちづくりを目ざしてさまざまな活動を行っておりま
す。社会福祉、特に地域福祉に対する期待がますますふくらんでい
る今日にあって、地域福祉活動を推進していくためには自主財源で
ある会費収入をより充実させる必要があります。
　多くの方に会費をお寄せいただき、地域福祉活動の原動力として
社協を支えるとともに、会員増強にあたたかいご支援・ご協力をお
願いいたします。

　日本赤十字社は、みなさんからお寄せいただいた資金を国
の内外にわたる災害救援事業や、国際救護活動・血液事業・
医療事業・赤十字ボランティア・赤十字講習会等、数々の人
道的活動を行うため大切に使わせていただいております。
　本年度も5月15日より市内自治会長・班長を通して「日赤
社資募集」を実施いたしますのでご協力いただきますようお
願い申し上げます。

Q. 社資って何？
A.赤十字社員によって毎年一定額を拠出していただく「社費」と、
　 その他に赤十字社員もしくは一般の方からいただく「寄付金」
　 の 2つの活動資金を合わせて「社資」といいます。
Q. 赤十字社員って何？
A. 赤十字事業の目的を理解して、毎年500円以上の社資を拠
出していただく方のことをいいます。社員には個人と法人が
あります。

Q. 加入は強制ですか？ また、「社員」として協力すると、労力
奉仕などを強制されるのでは？

A. そのような事はありません。ご協力は皆様の善意によるもの
で、決して強制ではありません。

日　時　　平成25年6月9日㈰　受付：午前9時～9時15分
　　　　　教室開催：午前9時30分～11時30分
場　所　　下野市南河内体育センター
内　容　　1）コントロールアタック　
　　　　　2）フライングディスク　　3）その他
対　象　　市内の身体・療育手帳保持者
参加費　　無料（全員に参加賞が出ます。）
持ち物　　体育館で履くもの（スリッパ以外）
バス乗車場所・時間
　　①石　橋地区：大松山運動公園　午前8時30分 出発
　　②国分寺地区：ゆうゆう館　　　午前8時50分 出発
申込み　　下野市社会福祉協議会  本所
　　　　　TEL 43-1236　FAX 44-5807
締　切　　平成25年5月31日㈮まで
その他　　手話通訳が必要な方は、併せてお申込みください。

招待事業
●一世帯あたりの目安額 円
５月15日～社資増強運動中です！

500

赤十字のQ＆A
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.

　障がいを持つ方たちの健康と
体力の維持・スポーツの普及を
目的として、栃木県障害者スポ
ーツ協会の指導員を迎え障がい
者スポーツ教室を開催します。
ぜひ、ご参加ください。

会費
（年間）

平成25年度
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