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http://www.ichikai-shakyo.org/

� � � � ����� ����������第64号 令和２年２月１日

（開催日）第１回　３月　７日（土）　　（指文字　・　あいさつ）
　　　　 第２回　３月１４日（土）　　（指文字　・　自己紹介）
　　　　 第３回　３月２０日（金）　　（指文字　・　家族）

（時　間）午前９時30分～午前11時

（申　込）各回　先着20名となります。

（その他）●親子でのご参加大歓迎　（託児可）
　　　　 ● 各回ごとに学習する内容が異なるため、どの回から参加でもＯＫ
　　　　 ●学習会を２回以上参加した方には本会修了証をお渡しします

（申込開始）令和２年２月１７日（月）
　　　　　  電　話：0285－68－3151　ＦＡＸ：0285－68－3553
　　　　　 ＬＩＮＥ　080-8887-7854     　※電話番号でともだち追加してください。

手話体験学習会のご案内

族）

休日の午前中を
有意義に活用 !
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広がれ　バンク事業　＆　リサイクル品登録事業の仕組み

ご家庭や企業・農家さんで余っている食料等からいただいた寄付品を、社会福祉協議会が保管し
支援を必要としている方へお届けする事業です。

『バンク事業』とは

『リサイクル品登録事業』とは

社 協

賞味期限が１カ月程度
残っている、ご家庭で
眠っている食料品の寄付

社会福祉協議会で保管し、相
談対応において食料が必要と
される方の支援に提供させて
いただきます

あらゆる困りごとがあ
る方、他の福祉団体へ
の支援などに使わせて
いただきます。

ご家庭などで不要（使用可能な物に限る）になった生活用品を譲りたい人と必要としている方を
繋ぎあわせる（マッチング）事業です。

※ 本事業は、寄付物品の保管場所は寄付いただく方のご自宅になります。また、必ずしも寄付いただける
用品が支援を必要とする方へ渡ることの確約はできませんので、まずご相談をお願いします。

⑥職員・ボランティア関係者がご自宅に伺
い寄付用品をお預かりし、必要としている
方へ届けます。

②情報の登録・管理

①寄付品の情報 ③情報の提供

⑤引受日の調整 ④必要性の回答

支援を必要と
している方

ご家庭

社 協

第

応 援  者  ぞ  く  ぞ  く  ‼応 援  者  ぞ  く  ぞ  く  ‼
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善意のおくりもの善意のおくりもの・・寄付寄付・・フードバンク フードバンク へのへの寄付寄付

台風１９号　災害支援ボランティア活動へ台風１９号　災害支援ボランティア活動へ

善意の寄付善意の寄付
2019.9 月～ 2020.1 月

善善意の意のおおくくりりもものの フードバンクフードバンク
2019.9 月～ 2020.1 月

2019.9 月～ 2020.1 月

2019.9 月～ 2020.1 月

2019.9 月～ 2020.1 月

匿名 制服（男女）上下
匿名（小貝小学校区） 体操服
匿名（小貝小学校区） 洗濯機
匿名（市貝小学校区） 炊飯器
匿名（小貝小学校区） 文房具類
匿名（赤羽小学校区） 羽毛布団
匿名（赤羽小学校区） 柔道着・学用品
匿名（赤羽小学校区） 加湿器
匿名 中学校用制服（男子用）　校章・学年章
匿名 中学校用制服（男子用）

匿名（平） 肌着類
匿名 肌着・食料品
匿名（上根） 車椅子
退職公務員連盟芳賀副支部長 タオル 72本
小峰幸子 おしりふきシート

柳昭示 じゃがいも
柳昭示 さといも

匿名（上根） 乾麺
匿名（杉山） お菓子・調味料
匿名（上根） 玄米30ｋｇ
匿名（市塙） オリーブオイル
匿名（田野辺） 玄米60ｋｇ
匿名（杉山） お菓子・飲み物
匿名（杉山） お菓子・レトルト食品
匿名（市塙） 玄米80ｋｇ
梅寿光殊 玄米90ｋｇ
匿名（田野辺） 菓子調味料
匿名（駒込） 玄米30ｋｇ
匿名（茂木町） 食料品
匿名（続谷） 食料品
匿名（市塙） 人参
匿名（赤羽） 野菜
匿名（杉山） お菓子・日用品
匿名（田野辺） 玄米30ｋｇ
匿名（杉山） 食料品
小林均 玄米60ｋｇ
匿名 飲料水
匿名（田野辺） 食料品
匿名（市塙） 食料品
匿名（杉山） お菓子
匿名（赤羽） 食料品
横山典子 玄米120ｋｇ
匿名（杉山） お菓子・餅
匿名（杉山） みかん・お菓子
匿名（杉山） お菓子・スープ

（敬称省略）

（敬称省略）

（敬称省略）

（敬称省略）

　令和元年 10月 12 日に本町にも大きな被害をも
たらした台風 19 号の災害支援活動に支援金と支
援備品等の寄付を町外の企業・団体様よりお預か
りし、支援活動に活用させていただきました。

四つ竹健康おどり雅流市貝町会員一同 6,000 円
古河ヤクルト販売（株） 26,000 円
全建総連栃木県建設労働組合芳賀支
部執行委員長　高梨文夫 8,316 円

市貝町カラオケ連合会代表髙松藤一 28,000 円
匿名 切手 84円× 46枚
髙久秀夫 ハガキ 切手

おさかなや（永島裕二） 支援金　10,000 円
いちかい里山オフィス 支援金　2,000 円
渡邉年充 デッキワイパー　飲料水

（リサイクル事業）

（バンク事業）

2019.9 月～ 2020.1 月 （敬称省略）

▲古河ヤクルト販売（株）様より ▲書損じのハガキを切手に変えての寄付 ▲新鮮な人参もお預かりしました
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▲自身が望む医療と介護について記載考える

▲昼から夕方までの楽しい時間

▲

塩
ビ
管
と
ボ
ル
ト
を　

　

使
っ
て
高
さ
の
工
夫

▲スポーツ輪投げ・グラウンドゴルフに会員み
んなで取り組む

☆　取り組み活動情報　☆
会員数：35名（男性22名　女性13名）
代表者：鈴木　勝廣さん（西宿平和会　会長）
（主活動）
○社会奉仕活動…赤羽小学校・市貝中学校
○自治会活動……自治会公民館の清掃活動
○学習活動………防犯等に関する学習会など

☆　取り組み活動情報　☆
活動目的： 自治会員が趣味を持ち合い、楽しく有

意義な時間を過ごす
活動日　：毎週水曜日　13時から
　　　　　 第１・第３　土曜日　13時から
活動場所：鴻之宿公民館

～　講座を開催する前のポイント　～～　講座を開催する前のポイント　～

　終章学理解講座に取り組む前の打ち合わせで、どうしても
本講座は終了後に雰囲気が暗くなってしまうことがあること
を鈴木会長に伝えたところ、『この後にみんな残ってもらい
食事会でも企画するから』との提案がありました。
　一人で考える時間、みんなで共有する時間があることで、
これからを前向きに考えることができると思います。

☆　運営のポイント　☆☆　運営のポイント　☆
・老若男女問わず参加できる余暇活動に取り組む　（将棋・囲碁・オセロ・麻雀）
・運営にかかる費用は参加者負担
・（酒）飲まない・（煙草）吸わない・（お金）賭けない　をみんなで遂行する。

『自分のこれからを考える時間～歩を振り返る～』（西宿シニアクラブ）

『あっ、それロン！！～健康麻雀で繋がる～』（鴻之宿余暇活動クラブ）『あっ、それロン！！～健康麻雀で繋がる～』（鴻之宿余暇活動クラブ）

地域福祉活動紹介コーナー（地域で集まる場を作ろう!! Vol.５）地域福祉活動紹介コーナ地域福祉活動紹介コーナー（地域で集まる場を作ろう!! Vol.５）（地域で集まる場を作ろう!! Vol.５）

13時から

皆様の地域で行われている活動を紹介コーナーに掲載しませんか？皆様の地域で行われている活動を紹介コーナーに掲載しませんか？
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　市貝町の小学校４年生の授業に「総合的な学習」として福祉に関する理解を深める時間があります。子ども達
がグループになり、障害について調査・体験・報告会など１年間を通した学習となっております。本会では、授
業の講師のマッチングや体験活動のボランティアなどを募集し、学校と地域が連携した福祉教育の時間になるよ
う支援しております。

～福祉理解学習～

本会が支援した各学校で行われている福祉への取り組みのご報告本会が支援した各学校で行われている福祉への取り組みのご報告本会が支援した各学校で行われている福祉への取り組みのご報告

福祉関係団体活動取り組みのご報告福祉関係団体活動取り組みのご報告福祉関係団体活動取り組みのご報告

福祉理解

　日赤奉仕団では、１１月に開催された町民祭にお
いて中央公民館グラウンドで災害時の炊き出し品の
配布活動を行いました。
　今後、自治会等で開催される防災学習会などにも
奉仕団として協力していく予定です。

～今後の予定～
・赤羽上町西地区　防災訓練時　炊き出し演習
・幼児安全救急法　車いす介助講習会

　ご都合に合
わせた活動が
できるため、ぜ
ひ一緒に活動
しませんか。

① 仲間づくり・活動の場づくり
② 地域の奉仕活動
③ 健康づくり・スポーツ事業

　上記３大事業に力を入れ、単位クラブごとに取
り組んでおります。奉仕活動では、町内小中学校
で実施される労力奉仕活動に、延べ１７５名が協
力し、“地域で子ども達を育む”活動に取り組ん
でいます。
　また、１２月にシニアクラブ大会を開催し事
業で集まった
チャリティ募金
を会場を提供
いただいた市
貝小学校へ寄
贈しました。

★★ 日本赤十字奉仕団  日本赤十字奉仕団 ★★ ★★ いちかいシニアアクティブクラブいちかいシニアアクティブクラブ ★★

車いす操作学習車いす操作学習
Ｒ1　11月14日Ｒ1　11月14日

小貝小学校　４年生小貝小学校　４年生
市貝小学校　４年生市貝小学校　４年生

人権学習人権学習
Ｒ1　12月６日Ｒ1　12月６日

赤羽小学校　全学年赤羽小学校　全学年

障害者スポーツ理解障害者スポーツ理解
（コントロールアタック）（コントロールアタック）

（卓球バレー）（卓球バレー）

Ｒ1　７月Ｒ1　７月

小貝小学校　４年生小貝小学校　４年生
市貝小学校　４年生市貝小学校　４年生

▲非常食180食の準備の風景 ▲チャリティ募金を市貝小学校へ寄贈

本会が支援した各学校本会が支援した各学校

う支援しております。

福祉福祉

で行われている福 へ校校で行われている福祉へ

体体

への取り みのご報への取り組みのご報告

告告
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ボランティアポイント制度を活用してみませんか？（支援者編）ボランティアポイント制度を活用してみませんか？（支援者編）
～日頃、何気なく行っている活動がボランティアポイントに該当していませんか？～～日頃、何気なく行っている活動がボランティアポイントに該当していませんか？～

▲約50食を分担して調理します▲手作り弁当

▲配達時の何気ない会話で情報交換

☆　配食調理ボランティア活動　☆　
活動日時　水曜日9：00～12：00（３時間）
活動場所　保健福祉センター
（当日の流れ）
  9：00～　　　　集合　衛生確認
  9：00～10：30　調理
10：30～11：00　パック詰め・配送準備
11：00～12：00　手作りお弁当の配達

（ご近所編）
□　近所の高齢者の方のゴミ出しを手伝ったことがある
□　近所の高齢者の方の買い物を手伝ったことがある
□　近所の方の電気交換をしたことがある
□　高齢者の方の自宅の雪かきなど手伝ったことがある

（高齢者福祉施設編）
□　福祉施設内の清掃などに協力したことがある
□　福祉施設の行事などに協力したことがある
□　洗濯物たたみや、配膳などの簡単な作業に興味がある

（社会福祉協議会編）
□　高齢者配食サービス事業ボランティアに興味関心がある
□　ご近所の高齢者の話相手になったっている

上記の□に１つでも☑チェックがついたら対象になるかもしれません。是非
制度を有効活用してください。

☆ポイントについて☆

①対象活動３０分で１ポイント
　※ ３０分未満でも１ポイントな
る活動もあります。

② 10ポイント溜まったら500円分
の商品券と交換できます。

③ポイントの交換は
　年200ポイント
　（10,000円相当分）とします。

　　　　　　　 まず、 ご連絡く
ださい。

　　　　　　　事務局（社協）
　　　　　　　☎68-3151

☆　運転ボランティア活動　☆☆　運転ボランティア活動　☆

活動日時　水曜日　10：30～12：30（２時間）
活動内容　お弁当の配達運転ドライバーとして調理ボランティア
　　　　　と一緒にご自宅にお弁当を届けます。

※　配食事業のボランティア活動は、市貝町ボランティアポイント制度の対象事業となっております。

　　　　　　　

　　　　　　
　　　　　　

月に１度　午前中の時間を“地域福祉活動”に使ってみませんか？月に１度　午前中の時間を“地域福祉活動”に使ってみませんか？
配食ボランティア募集中配食ボランティア募集中
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令和２年度分受付開始（1月１５日～）

補償期間：令和２年４月１日～令和３年３月３１日

　ボランティア活動での事故やケガに備え、傷害や賠償
責任を補償します。詳しい内容については社協までお
問合せ下さい。

●保険料・補償金額（１名あたり）：

※改定により、従来の４プランから２プランのみになります。

　町民祭、いってみっぺハロウィンマルシェにて
募金活動を行いました。

募金額　２８，４４１円
　ご協力下さった皆様、ありがとうございました。
　お預かりした募金は、栃木県共同募金会及び日本赤
十字社栃木県支部を通して被災地へ配分されます。
　引き続き、皆さまのご協力をお願いします。

〇受付期間　令和２年３月３１日まで
〇受付窓口　市貝町社会福祉協議会
　　　　　　（保健福祉センター内）

令和元年台風19号栃木県災害義援金報告令和元年台風19号栃木県災害義援金報告令和元年台風19号栃木県災害義援金報告 ボランティア活動保険加入のご案内ボランティア活動保険加入のご案内ボランティア活動保険加入のご案内

▲町民祭での募金活動

　今年のひな祭りはいつものチラシ寿司をちょっとオ
シャレにアレンジしてみませんか？
　チラシ寿司に合う、お吸い物やデザートをプロの管
理栄養士と一緒に楽しく作りましょう！

場　所：市貝町保健福祉センター 調理室
対象者：町内在住のひとり親家庭の親子
定　員：親子10組（先着順）※託児付き
持ち物：エプロン・三角巾・手拭きタオル
参加費：無料

大西菜美子　氏
管理栄養士。総合病院にて7年
間、臨床栄養管理に携わる。現
在はクリニックにて糖尿病療養
指導士として勤務。自宅教室や
ママサークルにて、かんたんお
やつマイスター、おうちパンマ
スターとしても活動中。

宮澤美萌　氏
管理栄養士。調理師。乳業メー
カーでレシピ開発や商品開発を
8年間経験。今年からさくら市に
てママサークル「ニコママ」を
立ち上げ、乳幼児連れのママが
楽しめるお料理教室やイベント
を企画運営し活動中。

ひな祭りの

ごちそう料理教室

牛乳パックＤＥおすしケーキ＆カップデザート牛乳パックＤＥおすしケーキ＆カップデザート

講師紹介

３╱１（日）
１０時～１２時

加入プラン 保険金額

ケガの
補償

死亡保険金 1,040 万円

後遺障害保険金※ 1,040 万円（限度額）

入院保険金日額 6,500 円

手術保
険金

入院中の手術 65,000 円

外来の手術 32,500 円

通院保険金日額 4,000 円

地震・噴火・津波による死傷 × 〇

賠償責任
の補償

賠償責任保険金
（退陣・対物共通） 5億円（限度額）

年間保険料 ３５０円 ５００円
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この広報誌は、赤い羽根共同募金の配分金により作成されています。

社会福祉法人 市貝町社会福祉協議会
住　所：市貝町市塙 1720 番地 1（市貝町保健福祉センター内）
電　話：0285 － 68 － 3151　ＦＡＸ：0285 － 68 － 3553
Ｈ　Ｐ：http://www.ichikai-shakyo.org/　　ＬＩＮＥ　080-8887-7854※電話番号でともだち追加してください。

全ての連絡・相談・お問い合わせ先全ての連絡・相談・お問い合わせ先

●期　　　日　３月１１日（水）
　　　　　　　３月１８日（水）
●時　　　間　午後１時３０分～午後３時
　　　　　　　（お一人様３０分）
●場　　　所　市貝町保健福祉センター
●予約申込み　令和２年２月２５日（火）
　　　　　　　午前９時から受付開始（先着順）

　受付時に担当職員が簡単に相談内容について聞き取
りを行わせていただきます。

福祉の仕事に就きたい方と求人事業所との相談会で
す。福祉の仕事や資格の相談もできます。

●問い合せ 栃木県社会福祉協議会　福祉人材・研修センター
　　　　　　☎028-643-5622

就職フェア就職フェア
FUKUSHI-JOB SEARCH

県域
宇都宮

服 装自由入 退 場自由申込・履歴書不要参 加 無 料

高齢者や障害児者の福祉施設、ヘルパーステーションなど、
パート職員から正職員までの様々な求人を予定しています。

資格や経験のない方の参加も
お待ちしています。

人にふれ、支え、
喜びを分かちあう
そんな仕事
始めませんか。

2020年

2月15日土
午後１時～３時30分（受付は午後３時まで）

●2020年３月に大学等卒業
　予定者を含む

参加対象

●福祉・介護の仕事に
　　興味・関心のある方
●福祉・介護分野への
　　　就職を希望する方

中高年や
主婦も
　活躍中

※雇用保険の求職活動実績の
　対象となります。

■会場

■参加事業所対象エリア

とちぎ福祉プラザ

25市町

（多目的ホール）
宇都宮市若草1-10-6

参加事業所情報は、
ホームページでチェック!!
参加事業所情報は、
ホームページでチェック!!

司法書士無料相談会（予約制）司法書士無料相談会（予約制）

過去の相談内容
・土地の相続手続きについて

・成年後見制度の利用について

・遺言書の作成について


