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〒329-0414 下野市小金井 789 ( ゆうゆう館内 )
Tel. 0285-43-1236　Fax. 0285-44-5807

HP: http://www.shimotsuke-syakyo.or.jp

　去る５月３１日(日)市内在住の身体・知的・精神に障がいのあ
る方を対象に、下野市石橋体育センターにおいて障がい者ス
ポーツ教室を開催しました。
　当日は、保護者・ボランティアを含めると７３名の方に参加を
いただき、県障害者スポーツ協会指導員のやさしい実技指導
を受けながら「コントロールアタック※」「フライングディスク」「
卓球バレー」でさわやかな汗を流しました。

卓球バレーのようす

※コントロールアタックは、栃木県から生まれた障がい者
　のためのスポーツです。

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
いい汗かきました！(^o^)！いい汗かきました！(^o^)！



（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

永井紀子、海老原節子、篠原政子、水沢和史、木村美和子、
宍戸文子、柳好江、匿名3件　

下古山ひまわりクラブ、日帰り温泉友の会、稲葉幸作畳店、
田仲利子、吉野榮江、髙桑勝子、㈲エム・ジーケー、横山エミ子、
上野敏男、あゆむ＆けいし、加藤芳江、宮内泰、石橋功、
田口茂子、緑５丁目自治会育成会、成田元子、第二薬師寺
幼稚園父母の会、川俣美津江、宍戸文子、菅俣節子、小野清子、
岩沢正美・見目さくら・陽美、本町２区１４班 (大竹・酒主・
藤沢 )、清水タネ、髙野ナミ子、藤沢ミチ子、いわかみきみこ、
中島紀文、中山正行、山﨑定子、神戸司、渋谷みち子、
山田すみ、大越スミ、檜山ヤイ、匿名9件　

　プルタブ　プルタブ

　ベルマーク　ベルマーク

清水陽子、髙桑勝子、永山登志子、あゆむ＆けいし、海老原節子、
㈲小菅農機、安達喜代、篠﨑秀子、篠原政子、田口茂子、
水沢和史、神戸司、梶谷キヨ子、匿名6件　

　使用済み切手　使用済み切手

篠原政子、梶谷キヨ子、
匿名2件

　使用済みテレフォンカード　使用済みテレフォンカード
栃木県退職公務員連盟小山支部
　タオル２００本　タオル２００本

（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

188,396円
26,906円
100,000円
108,349円
10,000円

下野市障害児者父母の会
　すまいるの会………………………
小平貞明………………………………
下野市ゴルフ協会……………………
本吉田恵比寿会 代表 林良平………
匿名……………………………………

●５月１日～７月2日分

平成２7年度累計
571,250円

合計　433,651円

　市民の皆様におかれましては、常日頃より一方ならずご支援を賜り、厚く感謝申し上げます。
　この度、平成27年6月8日付けで会長という要職を拝命いたしました。
　さて今般、少子高齢化社会の進展や家族形態の変化等に伴い、地域福祉への需要も拡大し、内容も多様
化・専門化しております。中でも経済的困窮や社会的孤立等への取組が広がり、新たな事業展開が求められ
ております。このような状況の中、前篠崎会長の功績を継承し「思いやりの心で支え合う、人にやさしいまち下野
」を具体化すべく、民間団体の特質をより一層生かしながら「心のこもった福祉サービス」をご提供できるよう、微
力ではございますが、地域福祉活動の推進に努めてまいる所存でございます。
　会員の皆様をはじめ、関係の皆様のご指導、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

社会福祉法人 下野市社会福祉協議会　会長　小口　曻

　欠員補充に伴い、５月29日開催の理事会にて４名の評議員が選任され、また同日開催の評議員会にて２名の理
事が選任されました。
　なお、６月８日開催されました理事会において前会長の辞任に伴う会長の互選を行い、会長に小口曻氏、副会長
に諏訪守氏が選任されました。新理事・評議員は下記のとおりです。

氏　名

野口　武司
田口　隆則
舘野　正治
山中　宏美

選　出　団　体

自治会長連絡協議会

下野市小中学校長会
下野市職員

氏　名

滝澤　芳夫
諏訪　　守

選　出　団　体

自治会長連絡協議会
学識経験者

■評議員■理事

会長あいさつ

■新理事・評議員紹介■新理事・評議員紹介■新理事・評議員紹介

下野市ゴルフ協会

●市内小中学校に配布します。

２

しもつけ社協だより
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しもつけ社協だより

心身障害児者父母の会スポーツ大会報告

＊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。（予約制）
＊希望する方は、TEL.43-1236 までお電話ください。 会場

内容

7月～9月の日程

会　　場 予約受付期間

ゆうゆう館 相談室

きらら館 相談室

6／12～7／9

7／10～8／13

8／14～9／10

7月9日（木）
ＰＭ1：00～4：30

8月 1 3日（木）
ＰＭ1：00～4：30 

9月 1 0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。
＊お問合せ：TEL.43-1236 （電話での相談はゆうゆう館会場の日程のみとなります。）

7月～9月の日程
民生委員・児童委員・行政相談委員・人権擁護委員

きらら館会議室 ゆうゆう館相談室 ふれあい館相談室

８月  ３日（月）
10日（月）

９月  ７日（月）
14日（月）

８月17日（月）

８月  ４日（火）
11日（火）

９月  １日（火）
８日（火）

８月  ７日（金）
１４日（金）

９月  ４日（金）
11日（金）

７月21日（火）
８月18日（火）
９月15日（火）

７月17日（金）
８月21日（金）
９月18日（金）

7月27日（月）
8月24日（月）
9月28日（月）

７月28日（火）
８月25日（火）

７月２４日（金）
８月２８日（金）
９月２５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27年度内でおひとりにつき2回までとなります。

ふれあい館 相談室

●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。

新喜劇～パーと笑って暑気払い～
８月５日（水）

ゆうゆう館　大広間
300円(お弁当代)

７月29日（水）

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）

10：00～13：00

テーマ
日にち

場　所

定　員
締　切

食事介助、食事形態、口腔
９月11日（金）

無料

20名

バス旅行
10月９日(金)

ココファームワイナリー(足利市)
食事代他

飲み物他、詳細は後日

定員になり次第

未定

20名20名
９月９日(水)

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。

きらら館  研修室
参加費

時　間

対象者

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

☎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

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

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）

　６月20日の梅雨の晴れ間、インターパーク+１にてボウリングを楽しんできました。会員親子等48名で歓声を上
げながら盛り上がったひととき。ガーター無しに設定して貰ったのでみんながストライク・・という訳にはいきません
でしたが、なかなかの腕前が披露されました。

心身障害児者父母の会スポーツ大会報告心身障害児者父母の会スポーツ大会報告



平成27年5月29日開催の理事会・評議員会において、平成26年度の事業報告
並びに収支決算について承認されましたので、ご報告いたします。

平成26年度　下野市社会福祉協議会決算報告平成26年度　下野市社会福祉協議会決算報告平成26年度　下野市社会福祉協議会決算報告 平成２５年度事業報告（主な事業）平成２５年度事業報告（主な事業）平成２6年度事業報告（主な事業）平成２6年度事業報告（主な事業）

◇社協だよりの発行　年６回

◇災害ボランティアセンターマニュアルの作成
◇福祉講演会の開催
　金澤泰子氏・翔子氏（書家）　来客数320名

法人運営関係
●理事会開催 年４回　●評議会の開催 年３回
●社協会員加入内訳
　・普通会員（住民会員） 12,845件
　・特別会員（住民会員）　　　 3件
　・特別会員（事業所）　　   195社
　　　　　　　　　合計額　13,680,584円

◇心配ごと相談
　各地区週１回開設（国分寺・石橋・南河内　相談件数52件）
◇無料法律相談　年12回開設　相談件数99件

◇下野市ボランティア連絡協議会　◇下野市老人クラブ連合会
◇下野市身体障害者福祉会　◇下野市心身障害児者父母の会
◇下野市母子寡婦福祉会　◇下野市遺族会

◇ホームヘルプサービス

◇日常生活自立支援　利用者28名

◇赤い羽根共同募金内訳
　法人事業所　153社
　戸別募金　　12,992戸
　街頭募金・学校募金　44件
　　　　募金合計　11,523,390円
◇歳末たすけあい　施設配布1,087名／見舞品配布811名
◇災害見舞金配分　５件

◇相談件数　延べ　5,795件
◇健康教育　23回開催　延べ573名参加
◇ほっと介護教室(３センター合同)６回開催　延べ117名参加
◇家族介護交流会(３センター合同)６回開催　延べ67名参加

◇社資合計　6,419,150円
◇災害救援物資の配布　３件

◇小口資金貸付　利用者29名
◇生活福祉資金貸付　利用者  ２名

◇福祉タクシー料金助成　利用者332名
◇外出支援（移送サービス）利用者16名　延べ93回
◇手押し車購入助成　利用者74件
◇福祉用具等貸出　　車いす貸出73件・イベント用具56件
◇福祉バス運行　利用回数　延べ52回

◇居宅介護支援事業　◇訪問介護事業　◇通所介護事業

地域福祉関係

◇高齢者筋力向上トレーニング　毎週月・火・水曜日開催
　52名参加（延べ利用者人数982名）
◇高齢者生きがいサロン　月１回開催（陶芸・絵手紙）
　延べ158名参加
◇出会いふれあいサービス　各３地区毎月１回開催
　延べ900名参加

◇障がい児者交流会　92名参加
◇障がい者スポーツ教室　45名参加
◇地域活動支援センターの運営　
　なのはな作業所　通所者10名
　すみれ作業所　　通所者  ８名

◇ボランティアセンターの運営　
　登録者　個人21名　団体75団体
◇傾聴ボランティア養成講座　全５回開催　19名参加
◇ボランティアビギナー講座　全５回開催　13名参加
◇ジュニアふくし体験 22名参加（小学４・５・６年生）
◇手話講習会（入門コース）　10名参加
◇ボランティア広報紙の発行（社協だより合併号で４回）
◇災害ボランティア養成講座　23名参加

◇ふくし移動講座　小学校９校　延べ51回
◇実習生・職場体験学習受入　４名

◇安全帽子購入助成　市内12小学校に助成
 （児童数619名）
◇福祉活動助成　市内小中学校17校に助成
◇親子ふれあい事業　28名参加

10. 相談事業

15. 福祉団体の支援事業

17. 障害者自立支援事業の運営

◇天平の花まつり招待　393名参加
◇ふれあいふくし運動会
　国分寺・石橋・南河内地区開催　延べ　1,353名参加
◇しもつけふくしフェスタ　　
　大松山運動公園　約77名参加

7.福祉イベント事業

9.日常生活自立支援事業（あすてらす・しもつけ）

13.共同募金事業

18. 地域包括支援センター事業
　　（地域包括支援センターこくぶんじ）

◇天平の花まつり「のぼり旗」
　販売数　104本　販売額　915,200円

19. 収益事業

14. 日赤事業

11. 資金貸付事業

8.福祉サービス利用支援事業

16. 介護保険事業の運営

12. 広報活動事業
2. 高齢者福祉事業

3. 障がい者福祉事業

6. ボランティア関連事業

5. 福祉教育・啓発

4. 児童・青少年福祉事業

１. 地域福祉事業

サ ービス区 分

小　　　　計

桃太郎旗販売事業

収益事業

法人運営事業法人運営事業

地域福祉事業

介護保険事業

貸付事業

受託事業

イベント販売事業

障害福祉
サービス事業

地域福祉事業

ボランティアセンター事業

心配ごと相談事業

生きがい活動通所事業

通所介護事業

訪問介護事業

生活福祉資金貸付事業

社協資金貸付事業

合　　　　計

小　　　　計

サービス区分拠点区分

拠点区分

拠点区分

（単位：円）

共同募金配分金事業

居宅介護支援事業

居宅介護等事業

地域活動支援センター事業

社会福祉事業

258,500,686

915,342

915,342

支 出 決 算 額

89,464,278

18,873,719

2,612,097

1,156,424

8,535,927

1,265,994

21,084,276

47,060,385

24,191,425

3,813,971

785,000

1,330,246

21,486,259

241,660,001

支 出 決 算 額

15,925,343

15,925,343

支 出 決 算 額

317,443,098

915,342

915,342

収 入 決 算 額

96,765,542

26,646,083

3,681,881

1,260,310

8,567,245

1,966,969

22,874,304

70,037,481

25,380,361

3,956,729

890,152

2,013,870

21,486,293

285,527,220

収 入 決 算 額

31,000,536

31,000,536

収 入 決 算 額サ ービス区 分

小　　　　計

（単位：円）

58,942,412

０

０

繰 越 額

7,301,264

7,772,364

1,069,784

103,886

31,318

700,975

1,790,028

22,977,096

1,188,936

142,758

105,152

683,624

34

43,867,219

繰 越 額

15,075,193

15,075,193

繰 越 額

（単位：円）

地域包括支援センター事業

公益事業

（単位：円）

しもつけ社協だより しもつけ社協だより
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　各学校等から依頼を受け、社協職員とボランティアが出向いてふくし移動講座を行い、各種福祉体験を
行っています。今回はご協力頂いているサポートボランティアの皆さんの声を聞いてみました。

　目の不自由な方が望んでいることを考え、相手の立場になってサポート
の仕方を学ぶために、実際にアイマスクをして白杖を持って歩いてみる。

　車いすの正しい扱い方を知り実際に車いすに乗り、また介助をする
ことで、体の不自由な方へのサポートの仕方や生活環境を考える。

車いす体験とは？車いす体験とは？

福祉体験サポートボランティアの活動のようす福祉体験サポートボランティアの活動のようす

アイマスク体験とは？アイマスク体験とは？

ボランティアさんの声ボランティアさんの声

福祉体験サポートボランティアの活動のようす

＊秋頃予定しているボランティアビギナー講座では、福祉体験ボ
　ランティアに繋がるような内容を予定しています。次号社協だ
　よりに募集掲載予定です。

＊秋頃予定しているボランティアビギナー講座では、福祉体験ボ
　ランティアに繋がるような内容を予定しています。次号社協だ
　よりに募集掲載予定です。

　日常の中で声掛けできるようになってくれると良いですね。方法を知ってい
るのと知らないのとでは違うので、子供達にとっては有意義な体験ですね。自
分の将来の事も考え、今の子供達に福祉の心を伝えていきたいと思います。

　お年寄りの体のうごきを体験し、身体の状態や気持ちを理解したうえ
で、高齢者に対する接し方や生活環境を考える。

高齢者疑似体験とは？高齢者疑似体験とは？

ボランティアさんの声ボランティアさんの声
　子供達が熱心に取り組んで、「これからはおばあちゃんを助けてあげる」なん
て声が聞けると嬉しくなります。時にふざける子もいるけど、皆真剣に学ぼうと
いう気持ちの子が多いので頼もしい限りです。

ボランティアさんの声ボランティアさんの声
　子供達が体験する手助け
ができてやりがいがある。
高齢者や障がい者に優しく
なって欲しいです。

●開館日
　　

●時　間　１０：００～１２：００

６月30日現在
開館日のお知らせ

下野市社会福祉協議会 Tel. ４３-１２３６

　７月２５日（土）…通常開館（南河内児童館）
　８月２２日（土）…おもちゃの整理（南河内児童館）
※９月１２日（土）…休館日（障がい児者交流会参加のため）
　　　２６日（土）…通常開館（南河内児童館）

 

～皆様のご協力に
心より感謝いたします～

点字版下野市行政
カレンダーを作成しました！

平成２７年度下野市行政カ
レンダーの点字版をご希望
の方は、ボランティアセン
ターまでお電話ください。

●点字版行政カレンダーは、市内ボランティア点字サークル「ありんこ」の
　協力により各地区ごとに作成しています。

ボランティアセンター　☎４３－１２３６
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

お知らせ
◆プルタブ・使用済み切手・ベルマークなど…は社協窓
　口で受付けしています
　＜受付場所＞ 下野市社会福祉協議会 ( ゆうゆう館内 )
　　　　　　　　　　　　　　　　　  ☎４３-１２３６　
　＜受付時間＞ 月～金　午前8：30～午後5：00(祝日は休み)

77,951円

プルタブ積立金報告プルタブ積立金報告プルタブ積立金報告

503010０ ５

テレホンカード 80
60

おぼえて
　　みよう
おぼえて
　　みよう「手話」「手話」 都道府県を手話で表現してみよう

歌を唄っている様
子です。和歌山県
の「歌」の文字から
のイメージです。

指をそろえ、こめ
かみに２回程あて
ます。豊臣秀吉の
兜の形を表したイ
メージです。

和歌山奈良 大阪

近畿編11

奈良の大仏様の
イメージです。

心の声を聴く

傾聴ボランティア講座傾聴ボランティア講座
～はじめての手話～

傾聴ボランティア講座
　手話を通じて聴覚障がい者の理解を深め、ボ
ランティア活動への関心を高めるため、手話に
興味のある市民を対象に開催します。
　はじめての方にも分かりやすく楽しく学べる
内容です。ぜひご参加ください！
１０月６日、１３日、２０日、２７日
１１月１０日、１７日、２４日
１２月１日、８日、１５日 ＜すべて火曜日＞
午前１０時～１１時３０分
ゆうゆう館 会議室
１５名（市内在住・在勤者の方）　　

無　料
８月２８日（金）まで

全１０回

日　 時

会　場
定　員

　
受講料
申込み受付

　相手の気持ちに寄り添い、その方のお話に耳を傾けて心を
こめて聴く「傾聴」の対話スキルについて、ワークショップ形
式で学習します。ボランティアだけでなく市民活動や日常生
活でも生かせる講座です。ぜひご参加ください。

日 　 時

講 　 師

会 　 場
定 　 員
受 講 料
共 　 催
申込期間

８月２１日、２８日、
９月４日、１１日、１８日（いずれも金曜日）
午後１時３０分～４時３０分
話の聴き方(傾聴)教室
傾聴ハピネス代表　渡邊純子先生
生涯学習情報センター<下野市緑３－５－１>
２０名程度（下野市民・在勤者優先）・先着順
無　料
生涯学習情報センター
７／２１(火)～８／１１(火)

『手話講習会 入門コース』 『手話講習会 入門コース』 『手話講習会 入門コース』 

お問合せ先

●

●

●
●
●
●
●

●

●
●

●
●

※なるべく７回以上受講可能な方・はじめて受講され
　る方を優先させていただく場合があります。

福祉用具購入の資金として今後も活用させていただきます。

積立金
報告
積立金
報告

●皆様からお寄せいただいた使用済み切手・テレフォンカード・
　ベルマークを６月５日に神戸市
　『誕生日ありがとう本部』へ
　送付しました。

豊臣公の兜

全１０回全５回全５回

随時受付中随時受付中
です！☆ベルマーク

☆使用済切手
☆テレホンカード
☆書き損じはがき など・・・

■

受講者募集！◇お問い合わせ
　お申込み

下野市社会福祉協議会・ボランティアセンター
☎４３-１２３６　FAX ４４-５８０７
　 info@shimotsuke-syakyo.or.jp

下野市社会福祉協議会・ボランティアセンター
☎４３-１２３６　FAX ４４-５８０７
　 info@shimotsuke-syakyo.or.jp受講者募集！受講者募集！
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８

○応募方法

○あ て 先

社協クイズ
応募QRコード

○しめきり 平成２7年8月１５日（必着）

前回の当せん者
古口　典子　様
中原　静恵　様
中尾　修造　様

★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（9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。

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。

「すみれ」でした

〒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
表紙を見てね！

お知らせ
石橋支所・南河内支所は平成

27年3月31日をもちまして

閉所し、本所（ゆうゆう館

内）に統合いたしました。

社会福祉法人下野市社会福祉協議会
　　  　　　　　（ゆうゆう館内）
TEL. 43-1236  FAX.44-5807

お問合せ

　障がい者スポーツ教室
(5/31開催)では、「卓球○○
○」でさわやかな汗を流しまし
た。○○○に入る言葉は何で
しょう？

社会福祉協議会からの

　障がいを持つ方たちの
交流と親睦を深めること
を目的として、障がい児者
交流会を開催いたします。
家族一緒に楽しいひととき
を過してみませんか。

●日　時：平成27年9月12日㈯　
　受　付：午前9時～　
　交流会：午前9時30分～12時10分
●場　所：下野市国分寺聖武館
●内　容：レクリエーションやゲームで交流しましょう！
●対　象：市内在住の障がい児者とその家族
●参加費：無料（全員に参加賞・昼食が出ます）
●申込み：下野市社会福祉協議会 tel.43-1236
　　　　（平成27年8月10日㈪まで）
●その他：手話通訳、ボランティアが必要な方は、併
　　　　　せてお申込みください。

ボランティアしてみたい方募集中！

自治会や育成会など、地域での活動にぜひご利用ください

※利用希望日の前月１日より申請を受付けています。
※「備品借用申請書」は社協窓口に用意してあります。
　（印鑑が必要です）
　＜ＨＰからも用紙をダウンロードできます＞
※ご利用は申請受付先着順となります。

下野市社会福祉協議会　貸出用福祉・イベント用具等一覧
★
★
★

福祉用具・イベント用具を貸し出しています！福祉用具・イベント用具を貸し出しています！

下野市社会福祉協議会
TEL.0285-43-1236　FAX.0285-44-5807
info@shimotsuke-skakyo.or.jp

お申込み
お問い合せ

チャリティ模擬店 出店者募集チャリティ模擬店 出店者募集

【日　　時】
【出店時間】
【会　　場】
【出店種目】
【募集店数】
【出店料】

【申込方法】

【申込期限】

平成27年11月28日㈯
午前10：00～午後3：00（予定）
保健福祉センター　ゆうゆう館
①物品販売　②食品販売　③その他
20店程度
無料（チャリティとして社会福祉協議会へ売り上げ
の一部のご寄付をお願いいたします）
社協の窓口に備え付けの「出店希望届」にご記入の
うえ、提出してください。
平成27年8月28日㈮  必着

ふくしフェスタでの「チャリティ模擬店」出店団体を募集します。軽食販
売やＰＲコーナー、バザーなどで一緒にフェスタを盛り上げましょう!

①社会福祉協議会関連団体
②過去に出店実績のある団体
③その他、下野市民で構成し出店を希望する団体対象団体
※政治団体、宗教団体等による出店はできません。

※応募多数の場合は抽選により決定します。

障がい児者交流会障がい児者交流会障がい児者交流会障がい児者交流会障がい児者交流会
加者募集参 者募集加者募集しもつけふく

しフェスタしもつけふく
しフェスタ11/28㊏

しもつけふく
しフェスタ
の20152015

11/28㊏

綿あめ機（１回1,000円）
ポップコーン機（１回1,000円）
輪投げ用具
ストラックアウト
ボウリングセット（屋内用）
フライングディスク（アキュラシー）
高齢者疑似体験用具
盲人体験用　白杖
着ぐるみ（アンパンマン、バイキンマン）

２
１
１５
２
２
２
１０
１２
 各１

無料

有料

※着ぐるみのクリーニング代は利用者負担
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