


しもつけ社協だよりしもつけ社協だより

2 3

法人運営事業

◇居宅介護支援事業
◇通所介護事業
◇地域包括支援センターの運営

在宅介護サービス事業

◇天平の花まつりのぼり旗
　（桃太郎旗）販売※中止

収益事業

◇ゆうゆう館の指定管理事業

ゆうゆう館指定管理業務

地域福祉事業

◇地区社協の組織整備
◇地域福祉活動計画の策定
◇一般フリートレーニング事業
◇緊急食料等支援事業
◇第６回しもつけ福祉大会の開催
　※代替え：YouTube「しもつけ
　　社協チャンネル」でのハート
　　ショップしもつけPR動画投稿
◇災害ボランティアセンターの
　設置訓練※中止

1.地域福祉事業

◇就労継続支援B型事業所
　なのはな・すみれの運営
◇障がい児者交流会

３.障がい児者福祉事業

◇ボランティアセンターの運営　
◇各種ボランティア養成講座の開催
◇ボランティアセンター広報紙の発行
◇ボランティア交流会の開催※中止

６.ボランティアセンター関連事業

◇ふれあいふくし運動会
　※代替え「スマイルプロジェクト」
◇しもつけふくしフェスタ・２０２１
　※代替え「しもつけふくしウィーク・
　　２０２１」
◇天平の花まつり招待事業※中止

７.福祉イベント事業

◇ふくし移動講座
◇実習生・職場体験学習受入事業

５.福祉教育・啓発

◇ふれあいサロンゆうゆう
◇生活支援体制整備事業
◇地域ふれあいサロン事業

２.高齢者福祉事業

◇手押し車の購入助成事業
◇福祉用具等の貸出事業

８.福祉サービス利用支援事業

◇自立相談支援事業
◇家計改善支援事業

１1.生活困窮者自立相談支援事業

◇心配ごと相談事業
◇無料法律相談事業

１2.相談事業

◇成年後見制度利用支援事業
◇法人後見事業

９.成年後見関連事業

◇あすてらす・しもつけ

10.日常生活自立支援事業

◇小口資金貸付事業
◇生活福祉資金貸付事業
◇行旅人援護事業

１3.資金貸付事業

◇広報紙の発行
◇ホームページ運用
◇報道機関の活用（PR）
◇FMゆうがお出演
◇YouTubeチャンネル開設

１5.広報・調査活動

◇赤い羽根共同募金
　募金額合計　１１，５９９，２８８円
◇歳末たすけあい配分事業
◇災害見舞金の配分

１6.共同募金事業

◇社協会員加入内訳
　・普通会員（住民会員）　　
　　　　　　　　 １２，７１６件
　　　　　 （事業所）　 ２社
　・特別会員（事業所）１７２社

１4.会員募集

◇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
◇下野市ひとり親家庭福祉会
◇下野市遺族会

１8.福祉団体の支援

◇赤十字活動資金募集　
　合計　６，５６９，６５０円
◇災害救助物資等の配分

１7.日赤事業

◇社会福祉協議会の運営
　理事会開催　年４回
　評議員会開催　年３回

1.法人運営事業

YouTubeチャンネルYouTubeチャンネル ふくしウィークふくしウィーク

登下校時における児童等の地域見守り活動登下校時における児童等の地域見守り活動

手話講座手話講座

親子ふれあい事業親子ふれあい事業

成年後見制度啓発セミナー成年後見制度啓発セミナー

　下野市社会福祉協議会の令和３年度（令和３年４月～令和４年３月）事業報告並びに収支決算報告について、
６月開催の理事会、定時評議員会において承認されました。令和３年度も新型コロナウイルス感染防止のために
各種事業やサービスの中止・制限を受けましたが、『ふくしウィーク・すまいるプロジェクト・フードバンク』等、コロナ禍
で対応できる事業内容へ変更し開催することができました。
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会費収入
寄付金収入
補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
介護保険事業収入
就労支援事業収入
障害福祉サービス等事業収入
収益事業収入
受取利息配当金収入
その他収入
内部取引額
固定資産売却収入
積立資産取崩収入
その他の活動による収入
前期繰越金
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法人運営事業
地域福祉事業
ボランティアセンター事業
心配ごと相談所事業
共同募金配分金事業
生活困窮者自立支援事業
法人後見事業
成年後見制度利用支援事業
居宅介護支援事業
通所介護事業
生活福祉資金貸付事業
社協資金貸付事業
就労継続支援B型事業
地域包括支援センター事業
一般介護予防事業
ゆうゆう館指定管理事業
生活支援体制整備事業
桃太郎旗販売事業

法人運営事業

地域福祉事業

介護保険事業

貸付事業

障害福祉サービス事業

受託事業

イベント販売事業

 　

支　出　額

（単位：千円） （単位：千円）

　

拠 点 区 分

 　

フリートレーニング事業廃止のお知らせ

総務課　担当 ： 鈴木、田中 　TEL．43-1236問合せ先

　当会のトレーニング事業をご利用いただき誠にありがとうございます。

　この度運動器具の老朽化に伴い安全面を考慮した結果、令和４年９月末をもちまして、
事業廃止となりますのでお知らせいたします。
　なお、未使用のチケットについては、清算しご返金いたしますので、事務局へお問い合
わせください。（返金期限：令和５年３月末）

　今までご利用いただきまして、誠にありがとうございました。

◇安全帽子購入助成事業
◇福祉活動費助成事業
◇登下校時における児童等の
　地域見守り活動
◇親子ふれあい事業

４.児童・青少年福祉事業

令和３年度のご報告　

決算報告決算報告決算報告

事業報告（主な事業）事業報告（主な事業）事業報告（主な事業）
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　市内のV連に加入する団体が一堂に会し、令和3年度の事業報告と収
支決算、令和4年度の事業計画・収支予算・役員改選についての議題が
承認されました。
　総会終了後には、『認知症と向き合う』のDVDを鑑賞しました。
　認知症は、身近なものであり、症状を理解したうえで接することがい
かに大切であるかを学んだ時間となりました。
　コロナ禍の状況でも、ボランティアの役割がさらに高まっていく中、V
連に加入する団体が一丸となってボランティア活動推進のために取り
組んでいこうと決意を新たにしました。

ボランティア連絡協議会に加入しませんか？

・他の団体や個人ボランティアを知ることで人脈が広がり、街づくりへの関心が高まります。
・申請により、ボランティア団体活動助成金が交付されます。
・県や市等の研修会に参加でき、多方面で学習することで自己啓発につながります。
・バザーやフェスタ模擬店への参加を通じで会員同士の親睦を深めることができます。

ボランティア登録団体・個人がV連に加入すると、こんなメリットがあります。

※年会費は200円（ボランティア活動保険料は別途）です。 ※団体の代表者が下野市内在住であること。
◎入会の希望はボランティアセンターまでご連絡ください。

ライアーサークル下野
ライアーという楽器をご存知ですか。映画千と千尋の
神隠しの挿入歌「いつも何度でも」の伴奏をしていた
楽器です。優しく長く響く透明な光の様な音が、心と
体に浸透する感覚や、美しい曲を奏でる楽しさをサー
クル仲間と共有しています。ライアーが気になったら、
一緒に演奏してみませんか。練習見学もできます。ボ
ランティア演奏活動もしています。ライアー独特のま
ったりした時間をお楽しみいただけますよ。

楽器　ライアー 真岡市でのイベント参加時

ボランティア活動紹介

5月24日（火）ゆうゆう館会議室で開催しました。

ボランティア連絡協議会（V連）定期総会

地震や水害などの災害後、被災者の活力を取り戻すための交流する機会作りや寄り添いな
ど、本当に必要なニーズは何か？ 一緒に考えましょう！

令和４年９月３日（土）
　１０：００～１２：００（受付９：４５）
講 座　「被災後の地域活動について」
講 師　鹿沼市社会福祉協議会
　　　 鹿沼市やまびこ荘　総務係
　　　　　　 係 長　柴田 貴史　氏

１回目
令和５年２月１１日（土）
　９：００～１２：００
「災害ボランティアセンター立ち上げ訓練」
災害ボランティアセンターの運営に
ついて学びます。
（下野市防災訓練と同時開催）

２回目

会　場
対　象
定　員
申　込

◆プルタブの回収場所

6月末 現在 97,374円積立金
報告
積立金
報告

♥皆様のご協力に
　心より感謝いたします

・ゆうゆう館（小金井789番地）
・石橋公民館（石橋416番地）
・南河内公民館（田中６８１－１）ボランティアセンター TEL.４３-１２３６■お問合せ先

●開館日

●時　間  １０：００～１２：００

７月23日（土）
８月27日（土）
９月10日（土）

★新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、休館や開館日を
　変更する場合があります。
・開館場所／下野市南河内児童館　１階遊戯室
・開館時間／第２・第４土曜日　午前１０：００～１２：００

お詫びと訂正 社協だより96号５ページの傾聴ボランティア養成講座のお知らせで、講座の開催時間が13：30～14：00
となっておりましたが、正しくは、13：30～16：00の誤りでした。訂正し、お詫び申し上げます。

 受講者募集！災害ボランティア講座

　平成18年に結成し、今年で17年になります。
メンバーは14名で男性6名女性8名です。年齢は88歳～50歳
台と年齢も個性もバラエティーに富んでおり、和気あいあい
と活動しています。
　活動は、小学校や保育園・学童保育・地域サロン・デイサー
ビス・老人施設などで民話を語っています。特に小学校の子供
たちには下野市の伝説などを語り、地元を知ってもらい郷土
愛を育んでもらえるように頑張っています。
　去る5月8日（日）にグリムの館で定期口演を開催しました。
コロナ禍で活動が休止となってから3年ぶりの定期口演でし
たが、大盛況のうちに終えることができました。
　また、昨年から、「FMゆうがお」の番組の中で、毎週1話ず
つ私たちの語る民話を紹介していただいています。
　興味のある方一緒に活動してみませんか？

民謡語り部の会ゆうがお

保健福祉センター　ゆうゆう館　（１回目・２回目両日）
災害ボランティアに関心のある方、２日間参加できる方（下野市在住・在勤の方）
２０名（先着順）
８月１日（月）～８月２２日（月）までに電話・FAX・メール・窓口にて申し込み
ボランティアセンター
TEL.43-1236　FAX.44-5807　　info@shimotsuke-syakyo.or.jp

知って役立つ！防災まめ知識知って役立つ！防災まめ知識

災害に備えて！ローリングストックを
実行してみませんか

ローリングストックとは日常生活で備蓄品を使用し、常に
新しいものに入れ替えながら備える方法です。いざという
時の賞味期限切れを防いだり、災害時も日常生活に近い
食生活を送ることができます。おうちの保存食をもう一度
見直してみましょう。

プラスアイテム
あると役に立つもの・・

備える
普段から少し多めに
食材や加工品を
ストックしておく

補充する
使った分だけ
買い足す

食べる
日常生活で
備蓄品を使う

・カセットコンロ
・ボンベ
・乾電池
・ホッカイロ
・ウェットティッシュ　など
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地区内の累計
（３月８日～６月末現在）　

　  429，695円

心配ごと相談所心配ごと相談所 無料法律相談無料法律相談
＜予約制・相談時間は１組20分・先着順＞～民生委員・主任児童委員・行政相談委員・人権擁護委員による

“何でも相談所”です～　お気軽にご相談ください！

時間・場所 相談員開　催　日内　容

８月 ２日㈫
30日㈫

９月 6日㈫
20日㈫

13：30～
　　15：30
ゆうゆう館

・民生委員児童委員
・主任児童委員
・人権擁護委員
・行政相談委員

９月 12日㈪ ・主任児童委員

心 配 ごと
悩 み ごと
　　　相談

子育て相談

8月～9月の日程

あなたに
　寄りそう
あなたに
　寄りそう

＊栃木県弁護士会の弁護士がご相談をお受けします。
＊ご予約は営業時間内（8：30～17：00）におかけください。
＊ご利用は年度内で１組につき2回までとなります。

＊ご相談にお越しの際には、マスクの着用をお願いいたします。TEL.４３-１２３６

9日㈫
23日㈫

８月

９月
13日㈫
27日㈫

7/27～8/8
8/10～8/22

13：30
   ～16：00

ゆうゆう館

各日７組
 （1組20分）8/24～9/12

9/14～9/26     

開　催　日 予約受付期間 定員時間･場所
8月～9月の日程

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
　　　　　　小林一代、渡辺唯男、海老原佐和子、鶴見泰子、鶴見
直子、石橋公民館、南河内公民館、髙野ナミ子、秋沢絵美、高田文江、
村上八千代、よさこい万朶の桜、中山正行、渡辺静子、下山千恵子、
田口茂子、森みい子、しもつけよさこい伊沢和子、卓球ピーチクラ
ブ、田仲利子、小川貴之、太陽接骨院、岩崎弘子、食改・国分寺、食
改・石橋、はつらつ体操「F」、筋トレのOHASHI、増山忠義、増山
俶子、高倉まり子、佐藤和枝、曽村正志、祇園自治医大なかよし子ど
も会、大島茂子、石橋北小学校、森下美由紀、小金井自治会、長富夫、
橋本利子、匿名18件

　プルタブ
（敬称略）（敬称略）

（有）大林環境サービス/（有）ライフ商事
大林満寿子、南河内公民館、おおはし茶園、よさこい万朶の桜、
石橋公民館、田口茂子、柏崎満寿子、下野市生活友の会、山本
ハマ子、永山登志子、はくつる会、陽だまりI.F、谷本美鈴、平
出文子、三王山ふれあい公園、穴田千恵子、足利小山信用金
庫、セブンイレブン下野下古山東店、須藤照夫、匿名6件

　使用済み切手

アシードブリュー㈱　不織布マスク ２８，０００枚

○あ て 先

○しめきり8月15日（必着）

○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。

〒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　９月23日（金）に障がいを持つ方

たちの交流と親睦を深めるために「障
がい児者〇〇〇」が開催されます。
　〇〇〇にあてはまる言葉をお答えください。

表紙を
見てね！

正解者の中から抽選で５名の方に、「就労継続支援
B 型事業所なのはな･すみれ」のグッズをプレゼント
いたします。なお、クイズの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）で発表し、
賞品は郵送いたします。ご記入頂いた個人情報は目
的以外の用途には使用いたしません。

社協クイズ
応募QRコード

　ウクライナ人道危機への
支援のため、日赤下野市地
区では救援金を受け付けて
おります。
　皆さまの温かいご支援・
ご協力お願いいたします。

橋本友志会 様
匿名・募金箱

９，５００円
18．938円

４月２１日～６月末の期間で
ご協力いただいた救援金額

＊予約は必要ありません。相談日に直接会場へお越しください。
＊電話でのご相談は下記の番号へ相談日当日の開催時間内におかけください。

♡子育て相談（年 3回開催）…妊娠中・子育て中のお子さんの
　ことについて心配なことをお気軽にご相談ください。

皆さまからのご寄付ありがとうございます皆さまからのご寄付ありがとうございます
●４/26～６/30まで●４/26～６/30まで
南河内町役場職員退職者親睦会

柴南第5自治会1班
匿名

合計　34,909 円

39,909円令和４年度累計

（敬称略）

33，592円
831円
486円

ウクライナ人道
危機救援金

栃木県退職公務員連盟
小山支部

下野市役所

10：00～12：00
国分寺駅西児童館

地域福祉のために活用してくだい
順子　衣類 52点

栃木県退職公務員連盟 小山支部　タオル 220本

下野市役所
　災害備蓄品　今年中に賞味期限が切れる食料 計630食、
　飲料480本

必要な方へ

順子　ぬいぐるみ 117個 ボランティア連絡協議会で有効活用してください

必要な方へ山本ハマ子　ハガキ 匿名　クリップ、他

山本ハマ子、陽だまりI.F　テレカ（未使用他）11枚

誠にありがとう

　　　ございました

下野市地区での受付期間は
９月26日までです。

例えば…、
・地域ふれあいサロンなどの居場所作りをしてみたい
・移動支援や買い物支援をしてみたい
・高齢者の困りごとのボランティアをしてみたい
・その他

石橋公民館、南河内公民館、おおはし茶園、
髙野ナミ子、森みい子、柏崎満寿子、谷本美鈴、匿名2件
　ベルマーク

生活支援体制整備事業
（通称:高齢者いきいき生活応援事業）

を開催いたします

　5月２１日～２２日いちご一会とちぎ国体リハーサル大
会兼第１８回栃木県障害者スポーツ大会が開催され、下
野市身体障害者福祉会は２２日に栃木市総合運動公園
で行われたフライングディスク・アキュラシーに出場し
ました。
 下野市身体障害者福祉会では、新規会員を募集して
います。交流を通して一緒に楽しく活動しましょう。

８月３日㈬  10：00～16：00
※相談時間は1件につき1時間程度
下野市役所
下野市在住の方
完全予約制とさせていただきますので、
必ずお電話でお申込みください。

市社会福祉課　TEL.32－8900

日　　　時

場　　　所
対　象　者
申込み方法

申込み･問い合わせ先

『ひきこもり相談会』の
お知らせ

『ひきこもり相談会』の
お知らせ

　ひきこもりについて「どこに相談したら良いのか
分からない」という声にお応えし、市障がい児者相
談支援センター、くらし応援センターささえーる、若
者サポート・ハチドリの会（市民活動補助事業）との
共催で相談会を開催します。
　ひきこもりに関する悩みや生活上の困りごとにつ
いて、まずは相談してみませんか？

ケータ
イ、

　スマ
ホから

　　応
募！

ケータ
イ、

　スマ
ホから

　　応
募！

【問合せ先】 地域福祉課 ℡４３－１２３６
詳しくは、下記までお問い合せください

栃木県障害者スポーツ大会に
参加しました

栃木県障害者スポーツ大会に
参加しました

日　時

場　所
募集人数
募集期間

　高齢者が地域の中で生き生きとした生活ができるように
支援する、地域の担い手養成講座を開催いたします。
　実際に地域で活動している団体の紹介も行いますので、
興味のある方のご参加をお待ちしております。

地域の担い手養成講座地域の担い手養成講座

事務局　地域福祉課 担当：佐藤 TEL.43-1236お問合せ

からの
お知らせ

8月１日（月）・９日（火）
　全２回講座　9：30～11：30　　
保健福祉センターゆうゆう館 会議室
２５名 ※先着順
７月１５日（金）～７月２６日（火）



8

しもつけ社協だより

しもつけふくしフェスタ2022のお知らせしもつけふくしフェスタ2022のお知らせ

【問合せ先】地域福祉課   TEL.43-1236  　✉info@shimotsuke-syakyo.or.jp

保健福祉センター
ゆうゆう館

日にち 11月26日㊏
令和4年

場所

しもつけふくしフェスタ2022のお知らせしもつけふくしフェスタ2022のお知らせ

予定

社会福祉協議会では地域福祉やボランティア活動に対する市
民の関心や理解を高め、人と人とのふれあいの場を提供し、
互いに支え合えるあたたかいまちづくりを目指して「しもつ
けふくしフェスタ」を開催しております。
詳細については決まり次第、広報等でお知らせいたします。

フードドライブフードドライブ
みんなでコロナ禍を乗り切ろう！

「 」 「 」から へ

社協にて各ご家族から寄付を受け付けた食料品等を下記の日程で
配布いたします。

「 」 「 」から へ

「成年後見制度」
せ い ね ん こ う け ん
よりよい暮らしと権利をまもる 認知症や障がいなどにより判断能力が低下してしまった方の

権利や利益をまもる支援者「成年後見人等」が、家庭裁判
所の管理のもとで、本人の意思を尊重しながら法的に正しく
サポートする仕組みです

◆7月22日（金）： ゆうゆう館
◆9月16日（金）： 石橋公民館

市地域包括支援センター・社会福祉士
市障がい児者相談支援センター・社会福祉士等
市社会福祉協議会・社会福祉士

相談員

＊１４時～１６時（予約制）
＊お一人４０分程度

　はじめて利用を考えている人や、「そもそも成年後見ってなに？」
「どんな人が利用できるの？」という疑問など、初心者の方に向け
た相談会です！ 相談員が丁寧に対応します。

お気軽にご相談ください！

「成年後見制度なんでも相談会」を開催中 !

無 料

下野市社協にて
ご相談に応じています

総務課（成年後見担当）℡：４３-１２３６
info@shimotsuke-syakyo.or.jp

ポイント

法定後見
ほうてい　こうけん

とは

任意後見
にんい 　こうけん

とは

本人の判断能力が低下してしまってから利用する
もの。
家庭裁判所に申立てを行い、「成年後見人等」が
選ばれて、本人の権利や財産を守るためサポート
をするものです。

本人が元気なうちに前もって「成年後見人等」に
なってほしい人や支援してほしい内容を選んで契
約（公正証書）を交わしておき、判断能力が低
下してから、選んだ「成年後見人等」のサポート
を受けるもの。
最寄りの公証役場で相談や契約の手続きなどが
できます。

食料品等の配布イベントを行います

◆配布日時 ７月24日（日）９:30～11:00
※無くなり次第終了
　残った場合は、翌日以降に社協窓口で業務時間
　内に配布します。

◆予 定 数 50セット

◆対 象 者　対象者：配布を希望する市民
食料品：１世帯１セットお配りします
日用品：バイキング形式で必要な方へお配りします

◆場 　 所　ゆうゆう館
写真は昨年のようすです
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