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　平成31年１月22日にテイ・エス テック株式会社様から、従業員を
対象に行われた「フードドライブ」によって寄せられた食糧と募金の寄付
がありました。（食糧98点52㎏　寄附金34,344円）
　今回ご寄付いただいた食糧と寄附金は、「フードバンクたかねざわ」で
お預かりし、食べ物に困っている生活困窮世帯等の方への支援として有効
に活用させていただきます。ありがとうございました。　

町と社会福祉協議会では、令和元年度末を目途に「地域福祉計画」、
「地域福祉活動計画」の策定を進めています。
これまでに計画策定委員会を置き、計画内容の検討作業を行う
ワーキンググループを、住民側、行政側でそれぞれ組織し、官民一体
となって計画を策定する仕組みを作りました。　　　（詳細は、３P）
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フードバンク贈呈式　 テイ・エス テック株式会社 様 　　

新入社員の皆さんから大野会長へ贈呈

　エコ・ハウスたかねざわ様主催のエコ・フェスタ

（５ /19 開催）にて第８回フード・ドライブを実施

します。当日は、会場内のテントで右記の食品を

募集しますので、皆様のご協力をお願いいたします。

第８回フード・ドライブを
実施します!!
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第８回フード・ドライブを
実施します!!

ご寄付いただきたい食品

　●麺類

　●インスタント・レトルト食品

　●缶詰・瓶詰　●のり、お茶漬けなど

※原則、賞味・消費期限が 2019年７月以降で、
　未開封の保存食品に限らせていただきます。

日時 ５月19日（日）
 10:00～14:00

会場 エコ・ハウスたかねざわ

＜お問合せ先＞フードバンクたかねざわ事務局
　　　　　　　社会福祉協議会
　　　　　　　☎０２８－６７５－４７７７

※フードドライブ：

家庭で余っている食べ物

をイベントや職場などに

持ち寄り、フードバンク

などに寄付する活動。
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令和元年度事業計画並びに当初予算が３月15日の理事会と　３月27日の評議員会において承認されました。令和元年度事業計画並びに当初予算が３月15日の理事会と　３月27日の評議員会において承認されました。

事　業　計　画

♣…栃の実基金事業　★…愛の基金事業　♠…共同募金配分事業

買い物や調理が困難な人や、栄養改善が必要な人の健康の維持・改善を目的とした配食
サービスを開始します。

【対 象 者】 65歳以上の一人暮らしや高齢者のみの世帯で、次の①または②に該当する人。
 ①要支援・要介護状態により自分で買い物や調理が困難で、食事に関する支援が必要

と認められた人
 ②生活機能が低下し、低栄養状態の恐れが

ある人（地域包括支援センターにおける
チェックリスト該当者）

【利用回数】 週３回まで（昼食のみ）
【費　　用】 １食３００円
【申込み・問合せ先】　
　　　　　　　社会福祉協議会　☎０２８－６７５－４７７７

　　災 害 時 対 策 事 業

災害を見据えた連携を図り、災害時要援護者支援体制
の強化を図ります。
●災害時要援護者台帳の作成及び管理  
●災害対応訓練への参画

　　福祉センターの指定管理運営

施設の設置目的に沿った運営をし、適切な管理を行います。
●各種団体への会議室等利用
●福祉総合相談窓口の設置 
●高齢者の福祉センターを利用したサークル活動の促進

　　情 報 発 信

社協だよりやホームページを活用し、社会福祉協議会
に関する情報の充実を図ります。
●広報誌「社協だより」の発行♠
●町内各種イベントでの啓発
●ホームページでの啓発（常設）    

　　日本赤十字社事業 

日本赤十字社栃木県支部高根沢町分区として、災害事
業やボランティア支援を行います。
●火災見舞い品（布団、毛布、救急セット）の給付 
●赤十字奉仕団員活動
         
　　そ の 他 の 活 動

●不要入れ歯リサイクル
●善意銀行の運営
●各種委員会等への参画
           
　　募 金 活 動

活動の財源確保として各種募金の推進を図ります。
●赤い羽根共同募金の推進
●日本赤十字会費納入の推進
●町愛の基金造成の推進
●社会福祉協議会費の納入推進
●各種義援金、救援金の募集

　　担 当 事 務 局

関連団体等との連携を図り、必要な支援を行います。
●日本赤十字社栃木県支部高根沢町分区    
●日本赤十字社栃木県支部高根沢町分区赤十字奉仕団
●高根沢町シニアクラブ（運営支援）    
●高根沢町ひとり親家庭福祉会（運営支援）   
●高根沢町身体障害者福祉会（運営支援）

　　【再掲】共同募金配分事業

共同募金会を活用し、各種福祉活動に配分しています。
●赤い羽根共同募金地域助成事業
●定期手話講習会の開催  
●障がい児と障がい児支援ボランティアとの交流事業
●こどもと高齢者の交流事業 
●広報誌「社協だより」の発行

社会福祉法人高根沢町社会 福祉協議会事業計画・一般会計当初予算社会福祉法人高根沢町社会 福祉協議会事業計画・一般会計当初予算令 和 元 年 度

当　初　予　算

配食サービスを開始　栄養満点の食事を届けます

　　地 域 福 祉 事 業

身近な地域で支えあう地域住民の地域福祉活動を支援
します。      
●地域福祉活動計画の策定（２年目）♣
●赤い羽根共同募金地域助成事業♠
●生活支援体制整備事業

　　生 活 支 援 事 業

日常生活に不安のある人や、困難な状況にある人を
サポートし自立への支援をします。
●日常生活自立（あすてらす）支援事業  
●生活福祉資金貸付事業
●福祉金庫の運営      
●行路人旅費貸与事業      
●フードバンクたかねざわの運営
●心配ごと相談所の開設★
●法律相談事業の開設
●介護・介助用具貸与事業

　　ボランティア、住民活動の育成・強化活動

ボランティア活動、住民活動を活発にするための環境
を整備し、各種講座を実施します。
●ボランティア保険助成事業    
●ボランティアセンター設置の準備
●学生ボランティア体験事業（サマボラ）
●災害ボランティア養成講座
●志民活動サポートセンターたんたんCafe への参画

　　高 齢 者 福 祉 対 策 事 業  

高齢者が住み慣れた地域で安心して自立した生活が送
れるよう、介護予防の充実に努めます。
●ひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯への訪問と生活支援
●安心見守り牛乳事業★
●一般高齢者介護予防事業「元気はつらつ教室」の開催
●地域の居場所（ふれあいいきいきサロン）設置★
●ひとり暮らし高齢者等布団丸洗いサービス事業★
●高齢者配食サービス

　　障がい者福祉対策事業

障がい児者の生活を支援し、地域に対して理解の促進
を図ります。
●朗読ボランティアと連携した広報朗読テープ配布事業★
●定期手話講習会の開催♠
●障がい児と障がい児支援ボランティアとの交流事業♠

　　福祉教育（青少年福祉）事業 

学校や関係機関との十分な連携を図り、福祉教育や
体験学習の充実に努めます。
●こどもと高齢者の交流事業♠
●児童生徒等に対する福祉体験講師派遣
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令和元年度  当初予算 【事業別】
事  業  名 平成  30  年度 平成  31  年度 増  減

1 法人運営  25,985,000  25,982,000  △ 3,000
2 高齢者ネットワーク事業  2,820,000  2,962,000  142,000
3 布団丸洗いサービス事業  76,000  33,000  △ 43,000
4 地域の居場所活性化事業  472,000  527,000  55,000
5 総合相談窓口事業  414,000  414,000  0
6 ボランティア保険助成事業  80,000  0  △ 80,000
7 手話講習会事業  110,000  0  △ 110,000
8 生活福祉資金事業  88,000  101,000  13,000
9 地域福祉活動計画策定事業  350,000  350,000  0
10 共同募金配分事業  1,765,000  1,623,000  △ 142,000

地域助成事業  900,000  900,000  0
学生ボランティア体験事業  122,000  0  △ 122,000
高齢者と子どもの交流会事業  165,000  151,000  △ 14,000
広報誌発行事業  321,000  322,000  1,000
障がい児交流事業　  150,000  140,000  △ 10,000
手話講習会事業  0  110,000  110,000
災害ボランティア講座  7,000  0  △ 7,000
フードバンク事業  100,000  0  △ 100,000

11 介護予防事業  7,981,000  8,073,000  92,000
12 心配ごと相談事業  158,000  158,000  0
13 災害時要援護者調査台帳整備事業  3,586,000  3,692,000  106,000
14 福祉センター指定管理事業  1,279,000  1,279,000  0
15 生活支援体制整備事業  11,713,000  11,943,000  230,000
16 法律相談事業  200,000  200,000  0
17 地域力強化推進事業  【新規】  0  3,568,000  3,568,000
18 配食サービス事業　　【新規】  0  1,441,000  1,441,000
19  福祉金庫貸付事業 300,000 300,000  0

合　計 57,377,000  62,646,000  5,269,000

 （ 単位 ：円 ）



3たかねざわ社協だより

平成30年度赤い羽根共同募金のご報告
誰もが安心して暮らし続けられる町・高根沢
「高根沢町地域福祉計画・地域福祉活動計画」現在全力策定中

10月１日から全国一斉に共同募金運動が展開され、町民及び事業所の皆様
から多くの寄付が寄せられました。皆様の心温まるご協力に対し、心から
お礼申し上げます。

令和元年度 配分予定事業
【地域の福祉事業】

　　　高齢者と子どもの交流会

【地域で活動する団体への助成・情報発信】

　　　広報誌「社協だより」の発行 　　　　赤い羽根共同募金地域助成事業

平成30年度実績額 ３，０４８，９３９円

募金協力法人・団体 （敬称略・順不同）

令和元年度
赤い羽根共同募金地域助成事業申請受付中

　赤い羽根共同募金会では、高根沢町の地域を良くする取り組みを応援する助成事業を行っています。
申請をご希望の場合はお気軽にお問合せください。

◆対象団体　自治会や公民館、子ども会育成会などの地域の方により組織された団体
◆助成金額　１団体につき１事業（上限５万円）
◆助成金総額　90万円
◆申請〆切り　令和元年５月24日（金）
◆申込方法　所定の申請書及び必要書類（団体会則や通帳写し）を本会までご提出ください。
　　　　　　様式はホームページでダウンロード可
◆そ の 他　審査委員会において書類審査を行います。審査の結果、減額や助成できない場合
　　　　　　もあります。

高根沢町の地域を良くする取り組みを応援します！
～地域で集めた募金が地域を良くする活動へ～

　　　手話講習会　　　障がい児交流事業

　　　

平成30年度は、計画の基盤となる「地域の課題」抽出の為、５つの手法

でニーズ（要望）調査を実施し、年代別や地域別の課題を集めるととも

に、当事者側、支援側のニーズ（要望）の課題の抽出を行いました。

みえてきた課題

地域福祉のアイデア

ニーズ調査

無作為抽出2,000名調査、881名からの回答

６小学校区で開催、67名の参加

46団体アンケート実施、内16団体をヒアリング調査

一般60代以下向け93件、高根沢高校生向け27件回答

子ども子育て支援事業計画ニーズ調査より抜粋

○ 町のいろいろな場所にベンチを置いてほっと一息付ける場所を増やすプロジェクトを考えている

○ 幼稚園の給食を通じて高齢者と児童のつながりが持てると、楽しみの共有ができる

○ ゲームの世界ランキング一位の人がいる

○ 人から支援をしてもらいたい人は少ないが、誰かを支援をしたい人は調査の 6割を超えている

○ 障がいや病で見守りが必要な方の就労を積極的にしている企業が町内に在る

○ 小学校区に一人づつ拠点があり、ボランティアをコーディネートできる人を置いてはどうか

○ 防災訓練を自主的に行っている地域や防災ガイドブックを作っている地域がある

○ 福祉や地域のことは、行政も住民も協力し合い、共に取り組むべきである　　　　　…等々

森山産業株式会社
有限会社すずきや
高根沢シルバーホーム
恵友会いぶき
恵友会あさひ
エコ・ハウスたかねざわ
高齢者介護施設宝夢
山崎新聞店
小森整骨院

たむら
NPO法人グループたすけあいエプロン
株式会社カンセキ高根沢店
株式会社とりせん高根沢店
フードオアシスオータニ高根沢店
JAしおのや
宇都宮ガーデンゴルフクラブ
ミートショップこしみず
駅前理容店

ちょっ蔵情報館
昭和軒
焼肉Dining景福苑
栃木銀行宝積寺支店
高根沢町元気あっぷ公社
高根沢町図書館
高根沢町民生児童委員協議会
高根沢町役場
高根沢町更生保護女性会

　調査で得た様々な意見や要望、魅力的なアイデアを、「地域福祉計画」

「地域福祉活動計画」にしっかり盛り込むべく、検討を続けていきます。

これからの 計 画 策 定 活 動

　各種調査から聴かれた声を整理す

ると、高根沢町の地域福祉に関する

課題が見えてきました。

ひとりぐらし高齢者などへの対応

障がい者の社会参加

地域全体での子育て支援

生活困きゅう者の問題

地域のつながりや近所づきあいの希薄化

買い物や通院などの外出

相談体制の充実

情報提供の充実

災害時における助け合い

住民意識調査アンケート

地区懇談会

団体ヒアリング調査

インターネットアンケート

子育て世代アンケート

　調査では課題ばかりでなく、地域福祉を推進していくアイデア
や既にある面白い取り組みなどの情報も得ることができました。
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5たかねざわ社協だより

　初心者の方でも楽しく手話が身につけられる
内容です。
※見学や体験、申し込みは随時受け付けていま
す。

◆実施期間　毎週水曜日19時～20時30分
◆開 講 式　５月29日（水）19時から
◆場　　所　宝積寺タウンセンター
◆参 加 費　無料
◆対 象 者　中学生以上
◆問合せ先　社会福祉協議会

　　　　　　☎０２８－６７５－４７７７

手話講習会受講生募集集

無 料 法 律 相 談
　法律に関わることでお困りの
場合、また、法的トラブルにまき
こまれている場合など、県弁護士
会から派遣の弁護士による専門的
で適切な助言指導を行いますの
で、ご活用下さい。

◆時　間　午前９時30分から12時（定員５人。１人30分間程度）
◆場　所　高根沢町福祉センター（高根沢町石末1825町民広場内）
◆対象者　町内に居住する方
◆申込み　事前予約が必要です。
 　電話または来所にてお申込みください。（先着順）
　　　　　申込先：社会福祉協議会
　　　　　　　　　☎０２８－６７５－４７７７
◆備　考　円滑に相談を行っていただくために、ご予約時に相

談の内容をお伺いしますので、ご予約の際は事前に
相談内容をまとめておいていただくとスムーズです
のでご協力をお願いします。

【メンバー募集について】
　毎月広報たかねざわと、５月と10月にはたかねざ
わ社協だよりを音訳し、録音したカセットテープを
視覚障がい者や高齢者に届けています。
　年齢、性別は問いません、興味のある方は一緒に
活動してみませんか？

【録音テープ配布について】
　録音テープは毎月１日までにご自宅へ直接お届けい
たします。ご利用したい方は社協までご連絡下さい。
（※テープは再利用のため、届けた際に前回分を回収いたします。）

◆問合せ・利用希望について
　社会福祉協議会　 ☎０２８－６７５－４７７７

　生活上のさまざまな悩みや相談ごとに対し
て、相談員（民生委員、人権擁護委員、行政
相談委員）が面談により相談をお受けしま
す。お気軽にご相談ください。

◆開催日（４～９月）

◆時　間　10時から14時
◆会　場　図書館中央館２Ｆ会議室
◆その他　相談無料・予約不要・秘密厳守

無料相談／心配ごと相談所案内

４月 ４日（木） 19日（金）
５月 ７日（火） 21日（火）
６月 ５日（水） 20日（木）
７月 ５日（金） 23日（火）
８月 ６日（火） 21日（水）
９月 ５日（木） 20日（金）

朗読ボランティア「みすず会」

開 催 日 予約開始日
※１か月前から

６月14日（金） ５月14日（火）
９月13日（金） ８月13日（火）
12月13日（金）11月13日（水）
３月13日（金） ２月13日（水）

募集募集

要予約

阿久津コーディネーター

鶴見　香織

町生活支援コーディネーター

佐々木　亮介

北高コーディネーター

古口　栄子

社協では各行政区を通じて社協会費と日本赤十字会費の「会員増強運動」を展開しています。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。　

　●社協会費・・・普通会費　１世帯５００円
　　　　　　　　　特別会費　１世帯１，０００円以上
　●日赤会費・・・１世帯５００円

＜運動期間＞
５月１日から５月31日まで

国内外における災害救護活動を始め、血液事業や国際救援活動、社会福祉事業
などの数々の人道的活動として活用されます。

日本赤十字社会費の
使　　　い　　　道

町内の高齢者、身体障がい者、ひとり親世帯、ボランティア活動など福祉全般の
活動費として活用されます。

社　協　会　費　の
使　　　い　　　道

社協会費＆日本赤十字会費の活動にご理解をお願いします

日本赤十字社栃木県支部
〒320-8508　宇都宮市若草1-10-6
とちぎ福祉プラザ内　☎ 028-622-4326

いつまでも元気に過ごすため、
はじめませんか？介護予防！
いつまでも元気に過ごすため、
はじめませんか？介護予防！

＜参加可能な会場および上半期の開催日＞

申込み：開催日までに、社会福祉協議会

　　　　☎028－675－4777　にご連絡下さい。

運動教室

つながる絆あくつ協議体

北高くらし支え合い協議体

　『生活支援協議体』とは、地域の事について情報交換をしながら、「こ
れから自分たちの地域をどの様にしていきたいか」「自分たちででき
ることは何か」を話し合う井戸端会議の様な場で、様々な人が参加で
きる集まりです。
　高根沢町では中学校区（２ヶ所）で行っており、北中学校区は平成
30年５月から、阿久津中学校区は平成30年９月から毎月１回ずつ
開催しています。
　社協では協議体のサポートに『生活支援コーディネーター』が参加
し、協議体に参加しやすい様、情報収集・発信やメンバーの訪問、行政
や団体との調整などを
行っています。

初回は５月24日（金）10:00～ 伏久公民館にて実施します。
伏久地区の方なら誰でも参加できますのでお気軽にお越し下さい♪

また、自分の地域にサロンを作りたい！お試しでやってみたい！
などがありましたら是非、社会福祉協議会へ連絡下さい。

　伏久地区にてお試しサロンを実施しました！健康運動実践指導者の佐藤先生にお越し頂き、誰にでもでき
る健康体操を行いました。参加者からは「体を動かしながら、楽しく交流出来た」「健康に良い！」など、
サロンをとても楽しんでくださったようです。このような意見を受け伏久地区では本格的にサロンを立ち上
げ実施していくこととなりました。

伏久ふれあいいきいきサロンが始まります!

お試しサロンの様子

●対象者：60歳以上
●時　間：午前10時から11時45分
●持ち物：タオル、飲み物、動きやすい服装

「何か活動をしてみたい」「協議体が気になる」「地域で気になる事がある」
…など生活の中での不安や気になる事をお気軽にご相談ください♪

月 タウンセンター 仁井田ふれあい広場 上高ふれあいセンター
５月 ８日（水） 15日（水） 22日（水）
６月 ５日（水） 12日（水） 19日（水）
７月 ３日（水） 10日（水） 17日（水）
８月 ７日（水） 21日（水）
９月 ４日（水） 11日（水） 18日（水）

地域の皆が集える居場所♪

〝地域のこれからを住民と一緒に考える〞『生活支援協議体』がスタートしました。〝地域のこれからを住民と一緒に考える〞『生活支援協議体』がスタートしました。

私たちが　　　　　　　　　　　
『生活支援コーディネーター』です
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　初心者の方でも楽しく手話が身につけられる
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無 料 法 律 相 談
　法律に関わることでお困りの
場合、また、法的トラブルにまき
こまれている場合など、県弁護士
会から派遣の弁護士による専門的
で適切な助言指導を行いますの
で、ご活用下さい。

◆時　間　午前９時30分から12時（定員５人。１人30分間程度）
◆場　所　高根沢町福祉センター（高根沢町石末1825町民広場内）
◆対象者　町内に居住する方
◆申込み　事前予約が必要です。
 　電話または来所にてお申込みください。（先着順）
　　　　　申込先：社会福祉協議会
　　　　　　　　　☎０２８－６７５－４７７７
◆備　考　円滑に相談を行っていただくために、ご予約時に相

談の内容をお伺いしますので、ご予約の際は事前に
相談内容をまとめておいていただくとスムーズです
のでご協力をお願いします。

【メンバー募集について】
　毎月広報たかねざわと、５月と10月にはたかねざ
わ社協だよりを音訳し、録音したカセットテープを
視覚障がい者や高齢者に届けています。
　年齢、性別は問いません、興味のある方は一緒に
活動してみませんか？

【録音テープ配布について】
　録音テープは毎月１日までにご自宅へ直接お届けい
たします。ご利用したい方は社協までご連絡下さい。
（※テープは再利用のため、届けた際に前回分を回収いたします。）

◆問合せ・利用希望について
　社会福祉協議会　 ☎０２８－６７５－４７７７

　生活上のさまざまな悩みや相談ごとに対し
て、相談員（民生委員、人権擁護委員、行政
相談委員）が面談により相談をお受けしま
す。お気軽にご相談ください。

◆開催日（４～９月）

◆時　間　10時から14時
◆会　場　図書館中央館２Ｆ会議室
◆その他　相談無料・予約不要・秘密厳守

無料相談／心配ごと相談所案内

４月 ４日（木） 19日（金）
５月 ７日（火） 21日（火）
６月 ５日（水） 20日（木）
７月 ５日（金） 23日（火）
８月 ６日（火） 21日（水）
９月 ５日（木） 20日（金）

朗読ボランティア「みすず会」

開 催 日 予約開始日
※１か月前から

６月14日（金） ５月14日（火）
９月13日（金） ８月13日（火）
12月13日（金）11月13日（水）
３月13日（金） ２月13日（水）

募集募集

要予約

阿久津コーディネーター

鶴見　香織

町生活支援コーディネーター

佐々木　亮介

北高コーディネーター

古口　栄子

社協では各行政区を通じて社協会費と日本赤十字会費の「会員増強運動」を展開しています。
皆さまのご理解とご協力をお願いします。　

　●社協会費・・・普通会費　１世帯５００円
　　　　　　　　　特別会費　１世帯１，０００円以上
　●日赤会費・・・１世帯５００円

＜運動期間＞
５月１日から５月31日まで

国内外における災害救護活動を始め、血液事業や国際救援活動、社会福祉事業
などの数々の人道的活動として活用されます。

日本赤十字社会費の
使　　　い　　　道

町内の高齢者、身体障がい者、ひとり親世帯、ボランティア活動など福祉全般の
活動費として活用されます。

社　協　会　費　の
使　　　い　　　道

社協会費＆日本赤十字会費の活動にご理解をお願いします

日本赤十字社栃木県支部
〒320-8508　宇都宮市若草1-10-6
とちぎ福祉プラザ内　☎ 028-622-4326

いつまでも元気に過ごすため、
はじめませんか？介護予防！
いつまでも元気に過ごすため、
はじめませんか？介護予防！

＜参加可能な会場および上半期の開催日＞

申込み：開催日までに、社会福祉協議会

　　　　☎028－675－4777　にご連絡下さい。

運動教室

つながる絆あくつ協議体

北高くらし支え合い協議体

　『生活支援協議体』とは、地域の事について情報交換をしながら、「こ
れから自分たちの地域をどの様にしていきたいか」「自分たちででき
ることは何か」を話し合う井戸端会議の様な場で、様々な人が参加で
きる集まりです。
　高根沢町では中学校区（２ヶ所）で行っており、北中学校区は平成
30年５月から、阿久津中学校区は平成30年９月から毎月１回ずつ
開催しています。
　社協では協議体のサポートに『生活支援コーディネーター』が参加
し、協議体に参加しやすい様、情報収集・発信やメンバーの訪問、行政
や団体との調整などを
行っています。

初回は５月24日（金）10:00～ 伏久公民館にて実施します。
伏久地区の方なら誰でも参加できますのでお気軽にお越し下さい♪

また、自分の地域にサロンを作りたい！お試しでやってみたい！
などがありましたら是非、社会福祉協議会へ連絡下さい。

　伏久地区にてお試しサロンを実施しました！健康運動実践指導者の佐藤先生にお越し頂き、誰にでもでき
る健康体操を行いました。参加者からは「体を動かしながら、楽しく交流出来た」「健康に良い！」など、
サロンをとても楽しんでくださったようです。このような意見を受け伏久地区では本格的にサロンを立ち上
げ実施していくこととなりました。

伏久ふれあいいきいきサロンが始まります!

お試しサロンの様子

●対象者：60歳以上
●時　間：午前10時から11時45分
●持ち物：タオル、飲み物、動きやすい服装

「何か活動をしてみたい」「協議体が気になる」「地域で気になる事がある」
…など生活の中での不安や気になる事をお気軽にご相談ください♪

月 タウンセンター 仁井田ふれあい広場 上高ふれあいセンター
５月 ８日（水） 15日（水） 22日（水）
６月 ５日（水） 12日（水） 19日（水）
７月 ３日（水） 10日（水） 17日（水）
８月 ７日（水） 21日（水）
９月 ４日（水） 11日（水） 18日（水）

地域の皆が集える居場所♪

〝地域のこれからを住民と一緒に考える〞『生活支援協議体』がスタートしました。〝地域のこれからを住民と一緒に考える〞『生活支援協議体』がスタートしました。

私たちが　　　　　　　　　　　
『生活支援コーディネーター』です
　　　　　　　　　　　　　



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

CONTENTS

●令和元年度事業計画・一般会計当初予算
●地域福祉計画・地域福祉活動計画
●生活支援事業
●お知らせ・募集

●『新規事業』配食サービス
●平成30年度赤い羽根共同募金のご報告
●社協会費＆日本赤十字会費へのご協力のお願い
●フードバンク事業

　平成31年１月22日にテイ・エス テック株式会社様から、従業員を
対象に行われた「フードドライブ」によって寄せられた食糧と募金の寄付
がありました。（食糧98点52㎏　寄附金34,344円）
　今回ご寄付いただいた食糧と寄附金は、「フードバンクたかねざわ」で
お預かりし、食べ物に困っている生活困窮世帯等の方への支援として有効
に活用させていただきます。ありがとうございました。　

町と社会福祉協議会では、令和元年度末を目途に「地域福祉計画」、
「地域福祉活動計画」の策定を進めています。
これまでに計画策定委員会を置き、計画内容の検討作業を行う
ワーキンググループを、住民側、行政側でそれぞれ組織し、官民一体
となって計画を策定する仕組みを作りました。　　　（詳細は、３P）

町と社会福祉協議会では、令和元年度末を目途に「地域福祉計画」、
「地域福祉活動計画」の策定を進めています。
これまでに計画策定委員会を置き、計画内容の検討作業を行う
ワーキンググループを、住民側、行政側でそれぞれ組織し、官民一体
となって計画を策定する仕組みを作りました。　　　（詳細は、３P）

住民
ワーキング
グループ

庁内（行政）
ワーキング
グループ

計画策定委員会

【地域福祉計画】【地域福祉活動計画】

フードバンク贈呈式　 テイ・エス テック株式会社 様 　　

新入社員の皆さんから大野会長へ贈呈

　エコ・ハウスたかねざわ様主催のエコ・フェスタ

（５ /19 開催）にて第８回フード・ドライブを実施

します。当日は、会場内のテントで右記の食品を

募集しますので、皆様のご協力をお願いいたします。

第８回フード・ドライブを
実施します!!

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第８８８８８８８８８８８８８８８８８回回回回回回回回回回回回回回回回 ブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブををををををををををををををををををををを８回回回回回回回回回フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフーーーーーーーードドドドドドドドドドドドドドドドドドドドド・・・・・・・・・・・・・・・ドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドララララララララララララララララララララライイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイブブブブブブブブブブブブブブブブブブブブ
実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実施施施施施施施施施施施施施施施施施施しししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすす!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

第８回フード・ドライブを
実施します!!

ご寄付いただきたい食品

　●麺類

　●インスタント・レトルト食品

　●缶詰・瓶詰　●のり、お茶漬けなど

※原則、賞味・消費期限が 2019年７月以降で、
　未開封の保存食品に限らせていただきます。

日時 ５月19日（日）
 10:00～14:00

会場 エコ・ハウスたかねざわ

＜お問合せ先＞フードバンクたかねざわ事務局
　　　　　　　社会福祉協議会
　　　　　　　☎０２８－６７５－４７７７

※フードドライブ：

家庭で余っている食べ物

をイベントや職場などに

持ち寄り、フードバンク

などに寄付する活動。

3/27
缶詰のパン計144ヶの

寄付もいただきました！

3/27
缶詰のパン計144ヶの

寄付もいただきました！
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健康で、明るく、安心して暮らす
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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
　　　　　　休館：土日祝祭日・年末年始

〒329–1225　高根沢町石末1825 福祉センター
Mail:takanezawa@takashakyo.jp
TEL:028―675―4777　FAX:028―675―6953
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