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平成２７年度
親子ふれあい事業

「親子でふくしを楽学♪」開催しました〜

７月４日
（土）国分寺聖武館において、総勢７６名の参加をいただき、親子ふれあい事業「親子でふくしを楽学♪」
を開催しました。
今年度は、盲導犬体験をはじめ、車いす体験＆ふくしクイズ、高齢者擬似体験、炊出し体験の４コーナーを、親子で楽しく体験しまし
た。東日本盲導犬協会の方から盲導犬についてのお話を聞きましたが、子どもたちにもわかりやすく、みんな真剣に耳を傾けていまし
た。
また、高齢者擬似体験では、用具を使って８０歳になった未来の自分を体験しました。
体験終了後には、炊出し体験で作ったご飯をカレーライスにして、
みんなでおいしく頂きました。

「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。

しもつけ社協だより
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ジュニアふくし体験学習

８月５日に市内の小学生４〜６年生３４名がジュニア
ふくし体験学習に参加しました。今年は、小学生でも分かる救急手
当や目の不自由な方のくらしについてのお話を聞いたり、点字を行
いました。これらの体験をとおして、障がいや福祉への理解・ボラ
ンティア活動への関心が高まることを期待したいと思います。

救急手当に挑戦！ 日本赤十字社の指導員より、児童向けＤＶＤを見ながら心肺蘇生方法を学

〜よい聴き手になる〜

び、全員で
「あっぱくん」
という簡易型の練習器具を使って練習をしました。

災害ボランティア講座を開催しました 「傾聴ボランティア講座」開催しました
７月９日、ゆうゆう館において日赤栃木県支部から救急指導
員を招き災害ボランティア講座を開催しました。災害時におけ
るボランティア活動に関する知識や役割を学び、理解を深める
ことを目的に、心肺蘇生
とＡＥＤの使い方、搬送
法などを学びました。
参加者からは、
「 改め
て災害の備えの必要性
を感じた」
「いざという
時役に立つことを学べ
た」などの 感 想をいた
実習中
だきました。
ＡＥＤの使い方を

ボランティアビギナー講座受講者

８月21日から９月18日までの全５回、
生涯学習情報センター
において、
話の聴き方教室 傾聴ハピネス代表 渡邊純子氏を講
師に招き「傾聴ボランティア講座」を下野市社会福祉協議会・
下野市生涯学習情報センターの共催で開催しました。
「傾聴」の基本からそのスキルを日常に活かし、ボランティア
につなげていくまでを学
習しました。受講生の皆さ
んから「３時間の講座があ
っという間だった」
「優しい
気持ちになれた」
「否定せ
ず受けとめて聴けるよう
になれた」などの感想をい
ただきました。

募集

「学習会・ボランティアのいろは」
第１回 ボランティア活動の基本的ルールや心構えについての
学習や車イス・高齢者擬似体験等

･日時 １２月２日（水） 午前１０時〜１２時
･場所 ゆうゆう館ボランティアルーム
社協事業「小学校ふくし移動講座」でのボランティア体験を予定
第2回 ･日時 未定（決定次第お申込みの方に通知します）
･場所 市内小学校

おぼえて
みよう

「手話」

鳥取

①

●「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。
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！
対 象 者：ボランティア活動に興味のある方。
（なるべく２回通しての参加を希望しますが、
都合により１回目のみでも可。）
定
員 ：１０名程度
締 切 り： 11 月 20 日（金）
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 ＦＡＸ４４−５８０７
info@shimotsuke-syakyo.or.jp

都道府県を手話で表現してみよう 12
岡山

○心ぞうマッサージをするには、けっこう力がいることが分かった。
●たおれている人を見かけたら、どう行動にうつせばいいかよく分かった。
○ＡＥＤの使い方がはじめてだったけれど、よく分かりました。
●子どもにも心ぞうマッサージができることをはじめて知った。

とちぎ視聴覚障害者情報センター佐藤佳美さん
とちぎ視聴覚障障害情報センター佐藤佳美さんの講話を聞いて！
目が不自由でもみんなと同じように生活しているお話をしたり、実際にりんごの皮を
包丁でむいて子どもたちに見せてくれました。

★佐藤さんのお話を聞いて感じたこと
○目が不自由でも悲しいばかりではなく、いいこともあって、きめつけてはいけ
ないなと思った。
●目が見えない人は、とくべつではないという言葉が心にのこった。
○佐藤さんのお話を聞いて、できる事がいっぱいあるんだなと思いました。
●目の不自由な人がいたら、みんなで協力するとよりよくなると思いました。

点字を体験して！ はじめに点字の打ち方のルールをボランティアさんから習い、実際に自分の名前や
自己紹介などを点字で打つ練習をしました。
その後、
それぞれが自分で打った点字
を直接、佐藤さんに読んでいただきました。

★点字を打ってみた感想
★点字を打ってみた乾燥
○はじめてやったけれど、楽しくじょうずにやることができました。
●プチッと音がしておもしろかった。
○自分が打った点字が佐藤さんに伝わって
うれしかった。点字を覚えたいと思った。
●佐藤さんに読んでもらって
「じょうずだね」
と
いわれたことがうれしかったです。

中国編

広島

８月31日現在

②

「鳥」と「取る」で「鳥取」を意味します。
①「鳥」は鳥のくちばしを表現しています。
（この表現は小鳥を表すときに用います）
②右手で何かをぱっとつかむようにします。
「取る」という手話です。

★「救急手当」に挑戦してみた感想

閉じた手のひらを交差させながらひらく
動きを２回くりかえします。
岡山県名産の畳の材料「イグサ」を干し
ている様子をイメージしています。

厳島神社の鳥居を表現
しています。

しもつけ社協だより

下野市社協のホームページを
リニューアルしました！

下野市母子寡婦福祉会
＊会員交流会のお知らせ＊
下野市母子寡婦福祉会で
は11月15日（日）に益子方面
へ日帰りバスツアーを予定
しています。
会員以外の方でも下野市在住の母子家
庭の方であればご参加いた
だけます。一緒に参加してみ
ませんか。詳細は事務局（社
会福祉協議会）までお問い合
わせ下さい。

皆さまに親しまれる社協をめざして、より分か
りやすく見やすいホームページをめざします。ぜ
ひ一度アクセスしてみて下さい！皆さまからの
ご感想・ご意見お待ちしております。

アドレス

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

下野市社協

検索

でアクセス!!

下野市社協 ☎43-1236

イベントのご案内

下野市老人クラブ
会員増強運動実施中！

平成27年度

ふれあいふくし運動会
国分寺地区
日にち：10月16日(金)
会 場：国分寺聖武館

石橋地区
日にち：10月21日(水) 荒天時10月22日(木)
会 場：大松山運動公園ピクニック広場

南河内地区
日にち：10月29日(木) 荒天時10月30日(金)
会 場：南河内球場

老人クラブでは、「生きがいづくり、健康づくり、仲間づく
り、地域づくり」を合言葉に、市内33クラブ1465名がいきい
きと活動しています。グラウンドゴルフやバス旅行、ふくし運
動会などに参加できます。概ね60歳以上の方ならどなたでも
加入できます。一緒に楽しく活動しましょう。

お問い合わせ

H26国分寺地区のようす

下野市社協

☎43-1236

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
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。

家族介護者交流会
テーマ
日 時
場 所
参加費
定 員
締 切

対象者 ①現在在宅で介護している方
②過去1年未満に在宅で介護していた方

バス旅行
10月9日（金） 9:00〜17:00
ココファームワイナリー（足利市）
2,500円
20名
定員になり次第

テーマ 円卓を囲んで語ろう

〜食べて語ってリフレッシュ〜

日 時
場 所
参加費
定 員
締 切

12 月 2 日（水） 11:00〜
中華料理 華宴
1,500 円
15 名程度
11 月 25 日（水）

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。
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ほっと介護教室
テーマ
日 時
場 所
参加費
定 員
締 切

対象者
下野市在住の方

楽々介護・排泄＆移乗
11月12日（木） 10:00〜11:30
ゆうゆう館 会議室
無料
40名
11月6日（金）

●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。
＊地域包括支援センター みなみかわち (南河内児童館内)
＊地域包括支援センター こ く ぶ ん じ (ゆうゆう館内)
＊地域包括支援センター い し ば し (きらら館内)

☎44-3002
☎43-1229
☎51-0633

し もつけ社協だより

皆さまからのご寄付を
ありがとうございます
（敬称略）

●7月３日〜8月31日まで
匿

名……………………………… 3,000円

匿

名…………………………… 50,000円

匿

名…………………………… 10,000円

陶芸さくら会 ……………………… 5,000円
リサイクルロマンの会…………… 5,000円
匿

名…………………………… 10,000円
合計

83,000円

平成２7年度累計

654,250

円

まごころを
ありがとうございます
（敬称略）

プルタブ
グンゼ労組宇都宮支部、有野倖奈、松浦隆雄、斉藤富江、篠原
顕樹、第二薬師寺幼稚園父母の会、大橋吉、鶴見直子、岩上淑
子、鈴木知隼、稲葉ハツエ、上野恵子、稲葉幸作(畳店)、上野チ
ヨ、守屋・大塚富美子、小島正三、小野清子、檜山ヤイ、川俣美
津江、宍戸文子、髙野ナミ子、見目さくら、岩澤正美、 島福夫、
下野遊友会、東薫、新井江美子、高山弘子、川崎千仭・キクエ、
田仲利子、江田美智子、大高キエ、匿名13件
使用済み切手
グンゼ労組宇都宮支部、松浦隆雄、㈲寺内農牧、篠原顕樹、小
金井ホール、あゆむ＆けいし、稲葉ハツエ、おおはし茶園、下野
遊友会、㈲小菅農機、㈱サニーハウス･アダチ、匿名8件
使用済みテレフォンカード
㈲寺内農牧

ベルマーク
稲葉ハツエ、鈴木知隼、
グンゼ労組宇都宮支部、薬師寺幼稚園
父母の会、岩上淑子、鈴木香奈子、匿名5件

すべて
通常開館
南河内児童館
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①下野市地域福祉活動へ配分予定

８，
５０３，
０００円

０００円
障がい児者交流事業……………２１２，
……………１，
３３７，
０００円
社協だより
（本紙）
０００円
療育訓練事業……………………３００，
０００円
小中学高校助成事業 … … … …８５０，
０００円
親子ふれあい事業………………２５０，

０４０，
０００円
各種団体助成金事業…………２，
７６４，
０００円
歳末たすけあい事業…………２，
０００円
福祉マップ作成事業……………１００，
０００円
安全帽子購入助成事業…………５９０，
０００円
要援護者支援事業 ………………６０，

３，
０００，
０００円
②県内福祉施設・団体等へ配分
（県配分委員会により配分先や金額が決定され、
県内福祉施設等へ配分されます。）

社会福祉協議会からの
ヒント

見てね !
2 ページを

災害ボランティア講座では、災害
時におけるボランティア活動の知識
や役割を学び、
「心肺蘇生と○○○
の使い方」等を講習しました。
さて、○に入るアルファベット3文
字はなんでしょうか？

○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。
○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
○しめきり 平成２7年10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
（11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。

「卓球バレー」でした

８

様
様
様

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。
お問合せ
社会福祉法人下野市社会福祉協議会

前回の当せん者
生沼
武
永井由希子
柿沼 法子

お知らせ

（ゆうゆう館内）

社協クイズ
応募QRコード

TEL. 43-1236 FAX.44-5807

