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赤い羽根共同募 金は、高齢者 F単がいを持つ方、子ども 子育て世代など      7.周 年ムービー公開1 lr ,

ゲ
鮨

社 協 だ よ りは赤 い 羽 根 共 同募 金 助 成 金 に よ り発 行 して い ます



収支決●が5月29日理事会・

①ひとり書らし高齢者及び高齢者世帯の登録に
よる各種訪間と生活支援
・ひとり暮らし高齢者 (276名 )、

高齢者世帯 (132世帯)

②安心見守り牛Jじ事業
・牛手し宅配業者による安否確認137名

③介護ベッド、車いすなどの貸し出し
。延べ65件賞し出し

①ボランティア保険助成事業
・個人登録188名 (内災害ボラ7名 )、

団体登録12団体 (会員総数356名 )

②朗読ポランティアとの連携
・町広報誌及び社協だよりの読替テープ作成

③障がい児支援ポランティアとの連携
④志民活Ellサポートセンターたんたんcafё ヘ

の参画

定例会 12回開催 ニュースポーツ交流事

業、避難所体験講座を実施

①一般高齢者介護予防事業「元気はつらつ教室」

の開催

町内6会場にて、月一回 延べ1.273名参加

②高根沢町生活支援協議会への参画

8回開催

③生活支援コーディネーターの配置と生活支援
サービスの構築

・コーディネーター1名を配置し、生活支援協

議会の方針を受けた調整、事業実施を行い、

制度の推進を図る。
・地域の居場所設置、地区懇談会の開催、

サポーター養成講座及び地域調査

①高齢者と子供の交流会 (共同募金配分事業)

②児童生徒等に対する福祉体験講師派遣
阿久津小学校、北小学校にて福祉講座を開催

③単生ボランティア体験事業 (サマボラ)

(共同募金配分事業)

①地域の居場所(ふれあいいきいきサロン)設置
8カ所運営、新規立ち上げ支援4カ所

(栃の実基金)

②日常生活自立 (あすてらす)支援事業
利用者15名

③ひとり暮らし高齢者等布団乾燥事業
・利用者2名

①各種団体の会議室等利用
②福祉総合相談窓□の設置
③高齢者の福祉センターを利用したサークル

活動の促進
・毎週開催 (囲碁、将模)、 隔週開催 (カラオ伝

民舞、手芸サークル)

①視力障がい者への広報等朗読テープ配布事業
②定期手話請習会、講習生研修の開催
◎b身障がい児とポランティアの交流事業
・児童、ポランティア17名参力D

④デジタル録音図書 (デイジー)普及事業

たかねざわ社協だより



Ⅲ

C訪問員による災害時要援護者調査および台帳

の管理

災害時に自力での避難が困難な方を事前に

把握するため

訪問件数323件 、世帯登録626世帯

②在宅福祉ネットと連携 した福祉避難所設置

田]災害対応割練に併せて福祉避難所設置及

び福祉対策本部との連携劃練を実施

0広報誌 「社協だよりJの発行

1共同募金配分手■|)

5月 、10月の定期発行及び1月特別号

(フ ードバンク周矢□)の発行

② 「広報たかねざわ」での啓発

広報7月 号 (事業報告)及び毎号に愛の基

金寄附者掲載

O町内各種イベントでの啓発

さくらフェスタ、エコフェスタ、こどもま

つり、町文化祭にて啓発

④ホームベージ、等の Web啓発の強化

ホームページをリニューアルして (2月 )

啓発

0心配こと相談所の開設
24回開設、相談件数12イ牛〈財産問題、苦情等)

②生活福祉資金貸与事業

ODT福祉金庫の運営

④行路人旅費貨与事業

⑤不要入れ歯リサイクル事業

①赤い羽根共同募金

②日本赤十字社会費

0町愛の基金

④社会福祉協議会費

⑤各種義援金、救援金の募集
(東 日本大震災、熊本震災募金 )

①赤十字奉仕団員活動

②善意銀行の運営

③共同募金会事業

⑤日本赤十客社事業

⑥在宅福祉ネットヘの協力

30294478
4878776

事業収入      1      85000
員 l■事業等収入    349000

t壼整侵等言に金I,t     799891

85500
2229891
1 375320

44760396

勧 定 科 曰

1流動資産 11 853334
11 261 334

592000
153965424 23553,400

23553400基本財産

基本財産特定預金

1 000000
1 000000

152965424
1 97441S

54 194561
100000000

貞イJ事 業等員付金 432000 その他の禎立金 6335840
ti手 ョ|=三 iヽ モ   17869070  ●:1=坐 憂全に二全   6335840

1熱
‐

差弓

"高

|,年 度繰選1    9434165

1三かねざわ社協だより



一赤tヽ羽根共同募金ネ

1

2■

3

4 自治会

5

6●

7
8      ■

9      ■

10 公民館
11

12
13

1: 育成会

16
1711■ ||

20

籠関自治会 |||||‐
乗窪行政区

南区自治会■ ■ |■ ■|||
フローラリレアベニュー自治会
北区自治会■■|||‐ |・・
宝石台自治会
花岡東上公民館■ ■   |
東高谷希望の会

柏崎公民館

東下公民館

金丼公民館花壇の会

東高谷子供の夢を運ぶ会

宝石台あおぞら子供会

ф郷子供会育成会

花岡西下冑成会|  ■■

伏矢を愛する会

仁丼田シニアクラブ ■■|

柳林どんど焼保存会

大谷ふれあい赤サロン| ‐

地域交流会

地域の環境保全事業        ・

桑窪ふるさと祭り
南区賣祭り■■ | |

地域住民による交流事業
東町北区自治全璽祭り
宝石台自治会夏祭り
シニアクラブ1子とも育威会によるグラウンドJレフ大会
東高谷サマーフェスティパル
どんど焼き
老人クラブ 子供育成会による交流会
花いっばい運動
どんど焼き

ラジオ体操と公園清掃
中郷地区どんど焼き
ェ場見学■‐||          ‐

どんど焼き支援事業

じめ縄づくり|||  |     ■ |
どんど焼き

20′ 000
50,000
50,000
150′ 000
50.000
50.000
50000
30.000
50.000
50.000
30.000
22,500
50′ 000
10.000
50′ 000
50.000
20′ 000
50′ 000
50.000

赤い羽根共同募金にご協力をお願いしま硯
10月 1日 から12月 31日の 3ヶ月間、全国一斉「赤い羽根共同募金運動」が始

まります。各行政区を通じた世帯募金や法人 事業所募金、商店等での募金箱設

置、各種イベントでの募金活動などで募金運動を行います。皆様の温かいこ支援と

ご毬 集まつた募金の約60%は募金をいただいた高根沢町で使われています !

残りの40%は、栃木県内の広域的な課題を解決するための活動に使われています。

高根沢町で使われる募金(平成29年度配分事業)

合計 2,012′ 238円
高齢者と保育園児の交流事業  165′ 000円

単生ボランティア体験事業   161′ 000円

障害児交流事業        150′ 000円

地域助成事業         900′ 000円
.広報誌「社協だより」の発行   325′ 000円
・フー ドバンク事業       311.238円

高根沢町で集めた募金 (平成28年度)

高根沢町で使われる募金

栃木県内の広域的な活動や福祉施設に使われる募金

3,387,781円
2,012,238円
1,375,543円

■|■ 平成29年度 地域助成事業 高根沢町を良くする取り組み応援事業■■・
「高根沢町を良くする取り組み応援事業」として住民主体で組織された団体が行う様々な取り組みに対

して助成をしています。平成29年度は20事業832′ 500円の助成を決定し、地域のさまざま活動に使われ

ています。

たかねざわ社協だより

高齢者と地域の子どもた



現在の日本では、様々な理由により満足に食料品が手に入れられない方がいる一方で、消費期限が残
つているにも関わらず捨てられてしまう『食品ロス』が年間642万 トンあるといわれています。
「フードバンクたかねざわ』では、平成29年4月から町民の皆様のご協力のもと、フードバンク事業に

取り組んでいます。

賞味期限に近ついた等といつた理由から、

でしまう食品を、「フードバンクたかねざわJ

無償で提供する活動です。

まだ食べられるにもかかわらず廃彙され

を通じて、食べ物を必要としている万ヘ

例えば…

く一般のご家庭>
スーパーの安売りで、

つい員いすぎてしまつた

お中元やお歳暮などで

沢山頂いた贈答品 など

ιげて』〔亀i く食品関連事業者>
印客ミスや包装の破損

販売期限切れ

過剰在庫 …など

ご家庭に眠つている食昌大募集 !!

碁 プヽ 中

缶詰ひとつからはじまる 支援のかたち

5月 21日 (日 )エコ・ハウスたかねざわで開催されたエコフェスタ会場内にて、ふるさと未来sou様の
ご厚意でフードドライブ (食品募集)を行いました。

今回初めての試み (高根沢町内初 !?)で したので、食品が集まるか不安でしたが、

当日はたくさんの方から心温まる多数の食品を持つてきていただきました。

皆様のこ協力に感謝いたします。

第 1回フードドライプ実績

15名

159点
60 5kg

フードドライブは、いつでも、どこでも始められる活動です。

こ近所同士や営校や職場、各種イベントなどで、簡単に取り組むことができる活動です。

こ興味がある方 (1固人またはイベント主催者)はお気軽にこ相談ください。

-r^.>F8:FF=iF
(高根沢OI商工会主催 )

時 :10月 22日 (日 〉 10時から14時

所 :」 R宝積寺東□までの道路

くこ寄付いただきたい食品>
‐ ●お米 麺類 ●インスタント レトル ト食品 ●缶話 瓶詰 ●のり お茶潰け など

L望望狙L達数LJ壬聖墜肇≧些空整豊讐零肇摯響警J臣塾鍵保存食品

たくさんの良品をお薔せいただきました!ご協力ありがとうこざいました。

食  品 (敬称略 ‖贋不同)(平成29年4月～8月 )

白石重雄・松本希江・古□妙子・木村田子・磯藤日勝・鈴木幾子 栃村トミ・

(福)恵友会いぶき・高根沢町更生保護女性会・匿名20名

寄付 叡 平成29年4月から)古 布リサイクルクラブエコフェスタでの売上金を寄付 3′900円

募金箱 エコフェスタ会場内募金箱        1,142円

曰

場

イベント名 :高根沢町文 fヒ祭

日 時 :11月 4日 (土)10時から15時

場 所 :農村環境改善センター

(石末1825町民広場内)

たかねざわ社協だより



琴蜘 鵜

毎年町内の事業所 関連施設にご協力いただき行つているサマーボランティア事業。たくさん

の高根沢の中高生に貴重な経験をしてもらいたい想いから、今年よリサマーボランティアは高根

沢町在住 在挙の中高生のみを対象として実施する事になりました。

1今年は124人の高根沢の中高生が町内の保育園、福祉施設や公共施設でポランティア活動を

経験しました。

●この事業が、ポランティアを始めるきつかけや今後の進路 将来を考えるきつかけなど、中高

生のこれからの力となれば幸いです。

■■■| ■  |  |.JI■ |■

◆高根沢シリン 一ヽホーム ◆切レーカ,ljbしIスコン

◆高齢者介護施設宝夢 ◆フローラリんくる

◆ケアハウスフローラ ◆デイホ=ムはな

◆高根沢のぞみ苑   ◆デイホ■ム照和

◆障害児者生活支援センターすまいる

◆のびのび保育園   ◆ひまわり保育園

◆陽だまり保育園   ◆こばと保育園

◆にじいろ保育園   ◆空と大地保育園

◆たから保育園 ◆子て支援センターれんげそう

◆西小学童クラブ   ◆阿久津小挙童クラブ

◆東小学重クラブ   ◆中央小学童クラブ

◆児童館みんなのひろば ◆児童館きのこのもり

◆高根沢町図書館

社協では、ポランティア活動を安心して行つていた

だける様にポランテイア保険を用意しております。

ポランテイア活動中に「自分がケガをした」「物を壊

してしまつた」など、そうした場合に備え、ポランティ

ア活動保険にご加入ください。

詳しくはお問合せください。
※補償期間 :平成29年4月 1日から平成30年 3月31日

※平成28年度Crに力0入された方でも再度1日入中込が必要と

なります。

間

料険

年

保

基本タイプ

天災タイブ

(地震 噴火 津波 )

350円

500円

たかねざわ社協だより



地域の居場所作り事業 バ、れあいいきいきサロン

高根沢町内全サロンのご紹介

現在町内には13カ所のサロンが活動しています。興味ある方は是非ご参カロ下さい。

自分の地域にもサロンを作りたいなどのこ相談もお待ち しておりますので、気軽に社会福祉協議会に

ご相談下さい。

朗読ポランティア「みすず会」は、広報たか

ねざわを音訳し、録音したカセットテープを

視覚障害者や高齢者に届けています。

興味のある方は一緒に活動してみませんか?

年齢、性別は間いません。

●問合せ先

社会福祉協議会

8028-675-4777

各種義援金を受付けています。皆さまの温か

いご支援とご協力をよろしくお願いします。

●平成29年7月5日からの大雨災害義援金

(平成29年 12月 31日まで)

※役場総合窓□ 福祉センターに募金箱設置

●大分県豪雨災害義援金(平成29年 12月 31日まで)

●平成28年熊本地震 (平成30年 3月31日 まで)

●東日本大震災 (平成30年 3月 31日 まで)

●受付場所 社会福祉協議会 (福祉センター)

仁丼田 「暖談ふえるど」 仁丼田集会所 毎週木曜日 13:00～

上 高 「和い話いサロン」 上高ふれあいセンター  毎月第2土曜日 (変動あり)9:30～

太 田 「なんでんの会」 太田公民館 毎月10日  10100～

東高谷 「あけぼのサロン」 東高谷公民館 毎月第1土曜日 10100～

宝石台 「ふれあいサロンにつこり」 エコハウス 毎月22日  10100～

中 区 「健幸サロン」 中区公民館 毎月第3土曜日(変動あり)10:00～

柏 崎 「いきいきサロン」 柏崎集会所 1毎月第3水曜日 10:00～

桑 窪 「わくわくサロン」 桑窪公民館 |□月第2土曜日 10:00～

金 丼 「いきいきサロン」 金丼公民館 奇数月 (日 )偶 数月 (木)10:00～

西 根 「いきいきサロン」 西根集落センター 奇数月 (本)偶 数月 (日 )10:00～

中 台 「ふれあいサロン」 中台公民館 毎月第3水曜日 10:00～

西 町 「ハッピーサロン」 西町集会所 毎月第1金曜日 10:00～

文 挟 「ほつこリサロン」 就労支援施設あさひ 毎月第2土曜日 10:00～

たかねざわ社協だより



民生児童委員協議会は土づくリセンター南

側試験圃場において、野菜の作付を行つてい

ますL土づくリセンターで生産された「たい肥

(たんたんくん)」 を使用して育てた野菜を、

民生児童委員が担当地域のひとり暮らし高齢

者等へ見守り訪間の際に配布する予定で魂

■作付品目 白菜、大根、人参
■収穫時期 11月～ 12月
■配布予定 12月頃

炊き出し訓練 in太田地区

去る7月 21日 (金 )、 東小営校体育館で行われた

栃木県 高根沢町防災図上総合訓練で炊き出し。l

練に参力日しました。当日は大田地区の皆さんと協

力して、「ハイゼックス」を用いて約 100名 分の

おにぎりを作り、訓練に参力□された地助の方々に

提供しました。

今年で2回 目の参力□協力でしたが、昨年以上に

太田地区の皆さんの連帯感が増し、日頃から地域

の住民同士が交流を深め、いざというときに協力

し助け合える地域づくりが不可欠だということを

改めて感じる機会となりました。

生活上のいろいろな悩みや、相談ことに対し

て相談員 (民生委員、人権擁護委員、行政相談

委員)が面接により相談をお受けしています。

【相談無料 予約不要 秘密厳守】

■開催日 毎月 2回

■会 場 図書館中央館 2F会議室

◎酬肝恋

10月
(金 )

(金 )

(メ()

(火 )

11月

12月 ∞
一∞

1 健康で、明るく、安心して暮らす

「メ:｀つうにくらす.しあわせ」のまちづくり
社会福祉法人高根沢町社会福祉協議会

開館 :8時30分～ 17時 15分

体館 :土 日祝祭日 年末年始

〒32)12251高根沢面石末1825福祉センター■
Ma‖ :takanezawa@takashakyo.Jp
TEL:028日675-4777 F∧X:028H6756953


