
 

社協だより

市内の音訳ボランティアのみなさまの協力を得て、目の不自由な人のために音訳版社協だよりを発行しています。
詳しくは社協総務課までご連絡ください。

新型コロナウイルスの感染者や家族、医療の最前線で働かれている方々への中傷や差別されることのない社会へ

　今回は三島公民館へ行って、「転ばぬ先の知恵教室」に参加してきたよ～！
　この「転ばぬ先の知恵教室」は、公民館を利用した気軽な“つどい場”で、毎月第4月曜日
に行われていて、体操をしたり、互いに近況を話したり、時には地域について話し合ったり
しているんだって。地域に安心できる場所がもっと増えると良いな～!!
　この日は年末ということで、恒例となっている高林蕎麦研究会の方が作った年越し蕎麦
をみんなで食べていたよ。

　令和4年度から社協だよりをリニューアルします。これまで発
行に協力していただきました方々に感謝申し上げます。これから
も地域の皆様の声を大切にして、様々な情報を発信していきます
ので、どうぞよろしくお願いします。社協だよりを見かけた際に
は、ぜひお手にとってみてくださいね。　　　　 　　  こころまる Facebook

QRコード
Facebook
QRコード
Facebook
QRコード

ホームページ
QRコード
ホームページ
QRコード
ホームページ
QRコード

第88号第88号第88号
令和4年1月20日発行なすしおばらななななななななななななななななななすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすししししししししししししししししおおおおおおおばばばばばばばばばばばばばばばばばららららららららららららなすしおばら

社協だより
令令令令令令令令令和4年1月和 年 月和4年1月222000日日日 行行行行行発行発行発行らららららららららららららららら

社協だより社協だより

↑いつものように入れてます

アンケート
QRコード

社協だよりに関する
アンケートにご協力
ください。



【2】 令和　年　月20日発行4 1

共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共共英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英英小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小小学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学学校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校校「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおはははははははははははははははははははははよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよようううううううううううううううううううううカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ共英小学校「おはようカフェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェ」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」
　市内を拠点として活動するNPO法人子どもの育ちを応援す
る会では、令和　年11月　日（月）から平日の朝の時間帯に3 8
共英小学校において、パンやスープなどの軽食を無料で提
供する「おはようカフェ」を始めました。このカフェは、誰
でもふらっと立ち寄り、小腹を満たすことができるものと
なっています。
　カフェの運営にあたっては、学校、保護者、地域の民生
委員やボランティアの方など多くの方の協力を得ており、
さらに、地元の企業からも協力してもらいながら運営して
います。
　利用している子どもたちからはいつも大好評であり、今
日もまた、パワフルな子どもたちに「行ってらっしゃい！
今日も頑張ってね！」と笑顔で話しかけるスタッフの声が
学校に響き渡っています。

配食サービス・給食サービスとは・・・？
　一人暮らしの高齢者などに栄養のある食事をとってもらうとともに、安否確
認を目的としてお弁当の配達を行っています。お弁当は、ボランティアさんの
まごころと一緒に利用者さんに届けられます。

☆お弁当を届けていただけるボランティアさんを募集しています。

西那須野地区配食サービス・黒磯地区給食サービスボランティア募集！

取組内容
①社協だより、ボランティア情報誌の設置　
②募金箱の設置
③社協が実施する事業等のポスター掲示　　
④社協が運営する施設の製品販売
⑤その他、地域福祉への協力

誰にでもやさしい地域福祉活動の拠点誰にでもやさしい地域福祉活動の拠点誰にでもやさしい地域福祉活動の拠点誰にでもやさしい地域福祉活動の拠点誰にでもやさしい地域福祉活動の拠点

令和　年　月　日～令和　年11月30日までに、3 8 1 3
次の事業所にご登録いただきました。

協力内容事業所の名称（敬称略） ⑤④③②①
㈱トヨタレンタリース栃木　黒磯駅前店
ヤマグチ洋品店
㈲人見ラジオ店
ヘアーサロン　やぎさわ
理容　うめや
カフェ　ルーラル　クラブ
㈲池上ストア
CAF E こうたろう

,

福祉協力福祉協力店店

黒磯地区西那須野地区
火曜日・金曜日（月に　～　回程度）1 2
（祝日、年末年始、お盆は除く）

毎週火曜日・金曜日（どちらかでも可）
（年末年始を除く）活 動 日

午前10時15分～正午頃活動時間
黒磯地区内の給食サービス利用者のお宅西那須野地区内の配食サービス利用者のお宅活動場所

一人暮らしの高齢者等のお宅へのお弁当の配達
声かけによる安否確認内　　容

随時募集期間
74歳までの方（活動は、満75歳の　月末までになります）3応募資格
自家用車での配達となります。ボランティア保険に加入します。そ の 他

那須塩原市社会福祉協議会黒磯支所
地域福祉係　Tel 0287-63-3868

那須塩原市社会福祉協議会本所
地域支援係　Tel 0287-37-5122問合せ・申込み
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まごころありがとうございます
次の方々からあたたかい寄付をいただきました。

令和　年　月　日～11月30日寄付分3 9 1
〔（　）の中は社協合併後、平成17年度からの通算回数、順不同、敬称略〕

　福祉基金へ
4,500円（1回目）月井幸一
5,000円（24回目）相馬タイ子
7,063円（9回目）西赤田7班協賛会
10,000円（10回目）西那須野商工会女性部
2,400円（1回目）芳賀優
7,021円（26回目）株式会社伊藤園那須支店
3,524円（7回目）㈱那須モータースポーツランド・サンデーファ

クトリー・栃木県女性教育推進連絡協議会
1,000円（1回目）斉藤幸子
5,421円（6回目）ふるさとにしなす産直会

227,794円（10件）匿名

福祉協力店の募金箱（21件）  45,383円
日藤自動車工業㈲／㈲三鈴堂／㈲フレンドリー
マートいそや／㈱エヅリン／くだものやカフェ 藤屋
／㈲清華／釜彦／塩原郵便局／塩原もの語り館／
㈲光雲荘／湯ったりの湯 松楓楼松屋／しおがまカ
フェ／㈲小林精肉店／ヘアーコンシェルジュ
Kazuko／中央接骨院／㈱トヨタレンタリース栃木
／㈱三川燃料店／㈱新栄屋／那須塩原市商工会／
ふるさとにしなす産直会
このお金は福祉基金に繰り入れられます。

　交通遺児基金へ
10,000円（5回目）森谷信代

　善意銀行へ
タオル等60点（1回目）星勇夫
お菓子30箱（1回目）㈱ハニー牧場
お米40キロ（1回目）久保善道
タオル59枚（1回目）月井幸一
お菓子1箱（67回目）ガイアらくらく館 黒磯店
日用品等16箱（2回目）㈱セブン-イレブン・ジャパン
お米15キロ（1回目）南郷屋自治会
食品16点（11回目）（社福）邦友会特別養護老人ホーム栃の実荘
お菓子4箱（129回目）ZAPP黒磯店
食品・TV等61点（3回目）ダイナム西那須野店
お米60キロ（3回目）みちくさの会
お菓子11箱（133回目）ZAPP西那須野
食品等33点（8回目）ヨークベニマル上厚崎店
タオル61枚（10回目）西赤田7班協賛会
食品等304点（7回目）西那須野幼稚園保護者・職員
ベビー用品104点（23回目）八木沢ふみ子
食品等597点、お米14キロ（6回目）西那須野商工会女性部
お米25キロ（1回目）薄井道雄
お菓子4箱、カーナビ1台（209回目）ニラク大田原加治屋店
タオル等41点（7回目）宇野アサ子
マフラー等41点（1回目）君島節子
折り鶴10,000羽等（8回目）川野辺由美子
食品14点（1回目）佐藤真由美
ビオラ420個（1回目）常盤園芸
タオル15枚（2回目）飯村三男
食品600点（1回目）特別養護老人ホーム那須順天荘
ティッシュ60箱（1回目）田代五十六

匿名（28件）1,045,000円、お米595キロ、食品153点、タオル104枚、日用品636点
㈱セブン-イレブン・ジャパン　様 ダイナム西那須野店　様 西那須野商工会女性部　様

　毎週木曜日の午後、健康長寿センターの事務所出入り口付近に「大きなテーブル」コー
ナーを設けています。このコーナーは、地域の皆様からお預かりした寄付物品（缶づめや
インスタント食品、お米等）を、必要としている方々に届けるために設置しているものです。
設置している物品の内容は毎回異なりますが、必要に応じてお持ち帰りいただいています。
皆様もどうぞご利用ください。
　また、皆様からの寄付もお待ちしております。

「大きなテーブル」コーナー　開設しています！！
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　令和　年　月から社会福祉協議会の会員加入のお願いをしたところ、各自治会をはじめ、3 5
多くの皆様のご協力を賜りましたことに心から感謝申し上げます。おかげさまで11月30日
現在、普通会費・特別会費・施設会費をあわせて11,489,000円となりました。皆様からお
預かりしました社協会費は、社会福祉協議会が進める地域福祉活動の事業運営の財源として
大切に活用させていただきます。
　今後とも、社協会費の趣旨をご理解いただき、社会福祉協議会の活動に対し、温かいご支援
とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

自治会・事業所をはじめ多くの皆様のご協力ありがとうございます
社会福祉協議会会費中間報告　

特別会員（法人事業所）374件　1,884,000円 敬称略・順不同

30,000円
㈲正気屋商会／㈱秋元設計／（医）小沼内科胃腸科クリニック／㈱サンリツ／㈱ウォーターエージェンシー／㈱エ
スケー・コンポスト／菊池産業㈱／㈲コスモ住建

20,000円
㈱創建／㈲和泉設計

15,000円
はらクリニック／㈱谷黒組／㈲横内電機商会／㈲熊田工業／（医）修心会さいとうクリニック／東関測量㈱／トー
モク㈱ホームケア事業部／㈱佐藤設備／㈱敷島ファーム

12,000円
㈲那須鉄工／㈱相互企画／二宮木材㈱／㈱ケービールーフ工業

10,000円
㈲中屋金四郎商店／㈱島田建築／㈱八木沢自動車販売／㈲水工技研／黒磯観光タクシー㈱／雲照寺／㈲黒磯製作
所／㈲扇屋建設／㈱長沢建設／㈲那須クリーン／㈲ポート・ワン／㈱久保重機建設／㈱塩那森林サービス／石川
建設㈱／(社)心桜福祉会／㈲俊電社／金子メディックス㈱／㈲一帖／北関東環境開発㈱／㈱那須ビジョン／社会
保険労務士法人 鈴木社労士事務所／㈱開窓／㈱塩原屋／㈲塚下自動車整備工場／㈱ソエヤ金属工業／㈲船山自
動車／㈲北部工業／㈲小阪製作所

9,000円
USUI工務店㈱／大和田税理士事務所／㈱大正堂／㈱ユーユー商会／松本興業㈱／栃木県北アスコン㈱／㈱三和住宅／
㈲カントー／㈲折戸砕石／深谷建設㈱／福田建設㈱／㈲玉木商店／㈱太田建設／㈲ライフサポート遊歩／㈲那須総合防
災センター／㈲相馬建設／（医）健真会 大島内科小児科医院／㈱ニッパン・エンジニアリング栃木／鈴木電機㈱

6,000円
平山司法書士事務所／しんたくレディースクリニック／富士発條㈱／共英測量㈱／㈲KPEC／㈲那須金属／中江
歯科医院／㈲扇運送店／㈲フナオカ／宇都宮ヤクルト販売㈱／㈱おまかせオート石川／㈲工房ヤマシタ／㈲和氣
工業／（医）修英会 中川医院／ビューティサロンマチ

5,000円
扇寿司／おこの味亭／法眞寺

3,000円
㈱かんすい苑覚楽／丸山重機㈱／齋藤恵子税理士事務所／栃木トヨペット㈱西那須野店／（医）ふじおか内科小児
科／SUZUKEN／永田動物病院／大竹薬局／㈱相馬会計／㈲藤原設備／㈲リモコン電機／㈱佐藤光機製作所／㈱
星古物店／㈲リビングショップ ミカワヤ／㈱那須板金工業／㈲新井衛生社／アースプラン㈱／㈲ハヤシモー
タース／植木労務管理事務所／㈲相馬運輸／㈲相馬自動車商工／㈲本多自動車修理工場／カクヤス商販㈱／日本
レジャー開発㈱／塩原温泉旅館協同組合／阿久津商事㈲／㈱渡辺美智雄経営センター／カーアカデミー那須高原
／㈲塚田鉄工／だんどりあん／フルヤ工業㈲／㈲小林農産／㈱ウイルフーズ／川崎屋商事㈲／㈲川崎屋運送／㈱
那須井戸メンテナンス／㈲デイリーダイレクト／㈱ファミリーエクスプレス／那須信用組合 黒磯支店／㈱KMク
リニック／㈲大野茶店／㈲人見油店／㈲薄井電設／小出チップ工業㈲／手塚石材店／ビューティ 睦美／
㈱サンリッチスズキ／㈲白塩舎／㈲進和建設工業／㈱真田ジャパン／戸田珠算研究塾本校／㈲多摩装美社／
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3,000円
（福）京福会特別養護老人ホーム 寿山荘ブランチさきたま／小島政博税理士事務所／那須車輌整備㈱／㈱ナカ
リュウ／㈱大森／㈱半田設計事務所／㈲鈴川商店／㈲五月女商店／酪農とちぎ農業協同組合 那須高原支所／那
須信用組合 本店営業部／㈱黒磯中央自動車学校／大田原信用金庫 西那須野支店／㈱北英工業／㈲ケンコー薬局
きみじま／虹ヶ丘認定こども園／伊野田眼科クリニック／西村青果店／藤倉商事㈱／㈲シンコピーアルファ／
㈲タマノアニマルクリニック／㈱足利銀行 黒磯支店／（学）日本大学／三井労務管理事務所／立正佼成会 那須教
会／那須塩原市商工会 塩原支部／㈲サンフィール企画／㈱トープラテクノ／（福）清幸会セルプあじさい／那須
箒根酪農業協同組合／㈱川合ネームプレート製作所／㈲平山総業／㈲小林精肉店／小野岡塗装㈱／ZAPP黒磯／
デイサービス茉莉花／㈱三川燃料店／㈲源三窟／㈲宮本運輸／（医）金澤医院／デイサービスきずな／那須野農
業協同組合／なすの斎場グループ／㈱エルコア／日瀝道路㈱県北営業所／ミツヤ送風機㈱那須事業所／新生酪
農㈱／㈲白崎畜産／認定こども園 マロニエ幼稚園／ピラミッド元氣温泉／（福）京福会 小規模多機能ホーム よろ
ずや ／みずぬまクリニック／㈱澤田書店／㈱マルタカ産業／㈲近代ビルサービス／電源開発㈱水力発電部 東日
本支店 沼原事務所／ふるさとにしなす産直会／㈲東那須ゴルフ練習場／㈱永山木材／東亜警備保障㈱／㈲八州
／鈴木屋SUZUの森caf e ／㈲上吉原モータース／金子木材㈱／㈲リサイクル黒磯／㈱ケンサイ／常盤園芸／日

,

野金属産業㈱栃木営業所／㈱植竹虎太商店／㈱アルファ／サンライズスポーツクラブ／（医）聖慶会 せきぐち歯
科医院／㈱ヨークベニマル那須塩原店／黒磯病院／ケアプラザはつはる／㈱星野アルミ建材／NPO法人ワー
カーズコープのはら園／㈲荒井モータース／泉房好建築設計事務所／㈱ウエタケ／㈱三島電気工事／㈱髙木ペ
イント工芸／㈱ユニテク／㈱ダイユー／㈱キャル／とちぎコープ生活協同組合／（福）京福会ケアハウスハッ
ピーオーシャン／㈲大金電機商会／ますぶち旅館／前田電設㈱／㈱那須技研／㈲アカネ電気工事／（医）渡部医
院／㈲ほずみ萬樹園／㈲橋本家畜診療所／㈱赤川索道／㈲君島生花店／那須トチノ木会館㈲／（医）俊紅会那須
高原クリニック／㈱ムロイハウジング／㈲常盤鋼業所／希望の里にしなすの／希望の杜さんわ／希望の里みど
り／那須塩原市商工会 ／㈲ヘンミ／栃木県西那須野自動車学校／㈱ゼニス／㈲小室建設／ファミリーマート那
須塩原豊浦北町店／㈱シマミツ／西那須野内科循環器科クリニック／（特非）那須フロンティア／乃木神社／㈲
マルミ工芸／㈱ダスキン栃北／㈲蜂須賀石材店／NECプラットフォームズ㈱／東レ㈱／栃木県酪農業協同組合
県北支所／（学）西那須野学園西那須野幼稚園／ミツイ商事㈲／オグレ商事㈱／㈲小池組／㈱生駒組／長谷川建
設㈱／田村建設㈱／㈱晃和ビル管理センター／㈱Tイノベーションズ／㈱HITEC／㈱クリエートインターナショ
ナル／ポニー薬局黒磯店／㈲田建／西那須野商工会／㈱アート工測／㈱医療福祉人財センター／㈲栃木北部運
送／㈲北斗プラン／通所介護陽だまり／栃木県北車検センター協同組合／（特非）子育てほっとねっと／㈲那須
緑地／黒磯新建材㈱／那須ヘルスセンター㈱／大田原歯科医院／那須自動車学校／㈱ダイコー建設／大島早苗
税理士事務所／㈱トラスト精密／セルシオール㈱／㈲渡辺製麺所／㈱テクノ産業／㈲関東プロパンガス商会／
（福）誠心会 特別養護老人ホーム 那須順天荘／㈱松村自動車商会／そば処みどりや／セブンイレブン那須塩原東
小屋店／㈱ユニオン電子／コウキュウ建設㈱／那須塩原市商工会 箒根支部／㈲ぴっころもんど／㈱ハニー牧場
／なでしこ薬局東三島店／㈱ブリヂストン栃木工場／㈱ブリヂストン那須工場／㈱大向電設／㈱フケタ設計 那
須営業所／日藤自動車工業㈲／国際医療福祉大学病院／大谷畳店／菓子工房シュクレ／日本郵政㈱かんぽの宿 
塩原／（福）京福会 グループホーム安暮里／（福）京福会デイサービスセンター 安暮里／（福）京福会ケアタウン安
暮里／栃木県医師会塩原温泉病院／㈱万建設興業／㈲那須産業／ナスココ㈱／日清丸紅飼料㈱／特別養護老人
ホーム さちの森／指定通所介護事業所 さちの森／㈲朝霞エレクトロ／金川農園／（特非）障害児・者トータルサ
ポートセンター空／㈲安藤商会 ローソン 下厚崎店／㈲那須アカデミー牧場／ケアライフ・烏ケ森／（特非）キッ
ズシェルター／㈲石沢モーターワークス／㈱江連電機／㈱那須電設／㈱那須環境技術センター／㈲菊地市郎商
店／㈱ファーム高林坊／㈱泉谷興業／特別養護老人ホーム寿山荘／渡邉工務店／㈱高林精機製作所 ／㈱プレ
テックエンジニアリングエスエフ／三島の杜・みしまの家／須田医院／㈱TAKK ／㈲柿崎重機興業／（医）湘風会 
ほのぼの／（医）湘風会 グループホームミカーサ／（医）湘風会 グループホームアイリス／（医）湘風会 ぬくもり／
（医）湘風会 グループホーム レガーロ／高塩技研工業㈱／ソルテック工業㈱／カゴメ㈱那須工場／中華料理 幸楽
苑／㈲ぐんじ／㈱交通建設／認定あけぼのこども園／㈱クオリティジャパン／㈲東栄プロパン／㈲勝風館／す
ぎのこ三島幼稚園／㈱HOWA栃木／あったか保育園／相談支援事業所テトテ／㈱バンテック／ミナト製薬㈱那
須工場／チューナー㈱那須工場／㈲那須石油／㈱サイトウ化成／すみよし美容室／日研測量㈱／㈱TMC経営支
援センター／㈲君島榮七建築設計事務所／㈲カネゴ建設

施設等会員 22件　105,000円 敬称略・順不同

（福）太陽の里福祉会
20,000円

（福）天野会／（福）和康会／（福）誠心会／（福）エルム
福祉会／（福）悠々の郷／（福）明徳舎／（福）清幸会／
（福）上三川福祉会／（福）那須四季会／（福）晴桜会／
（福）あいのかわ福祉会

5,000円

さくら保育園／ひがしなす保育園／たかはやし保育園
／なべかけ保育園／わかば保育園／さきたま保育園／
永田保育園／三島保育園／南保育園／大貫保育園

3,000円

ご協力
ありがとう
ございます
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　令和3年11月10日（水）午後1時頃、三区町地内において発生し
た突風により、住宅の屋根の瓦が飛ばされるなど、11件の被害が発
生しました。被害にあわれた方々に心よりお見舞い申し上げます。
　このような災害は、いつどこで起こるのかわかりません。そのた
め、本会と那須塩原市では、このような災害に備えるため災害時の
応急対応活動として行う災害ボランティアセンター設置等に関す
る協定を締結しています。
　今回は、この協定の内容や災害ボランティアセンターの役割に
ついてご紹介します。

　災害時支援においてもっとも重要なものが「情報」です。災害が起きた直後は大きな混
乱に見舞われ、被災現場からSOSを発信することが極めて困難な状況になると予想され
ます。
　そのような中、市と本会は、被害状況を収集し、被災者に必要な支援の情報を共有する
ことによって、それぞれの役割を明確にしていくとともに、災害ボランティアセンター設
置の必要性や設置後の活動方針を見立てていきます。そのため、災害時活動の基盤となる
連携・協力についての協定を締結しています。

　災害ボランティアセンターの運営においては、平時から、NPOや企業、関係団体などと
関係を築いておくことにより、災害ボランティアセンターを立ち上げた際に、ボランティ
ア活動に必要な資機材などをスムーズに準備できることにつながります。みなさんの会
社などで、「災害時にこんなことができるよ」ということがありましたら、ぜひ、本会にご
連絡ください。

コロナ禍活動!!コロナ禍活動!!コロナ禍活動!! 災害ボランティアセンターについて学ぼう災害ボランティアセンターについて学ぼう災害ボランティアセンターについて学ぼう“おうちじかん”“おうちじかん”“おうちじかん”

連携・協力についての協定

　災害ボランティアセンターが設置された後は、被災者からのニーズを引き出すことを
心がけ、被災者の気持ちに寄り添って運営していきます。また、ボランティアの活動が一
方的なものにならないように調整をしていきます。
　みなさんが、報道などで目にする被災地とそれを支援するボランティア活動の裏では、
緊急期・復旧期・復興期など、時間の経過とともに変化する対象者の様子や支援活動内容
を常に把握しながら、先を見据えた災害ボランティアセンターの運営がなされています。

災害ボランティアセンターの動き

　災害ボランティアセンターの設置が必要と判断された場合、市と本会で協議のうえ設
置しますが、その設置場所に関しては、本会の事務所がある施設のうち支援活動をするた
めに最適な場所に設置することや、事務所内に最適な場所がない場合には、それに代わる
場所の確保について、市が全面的に協力する内容となっています。

災害ボランティアセンター設置についての協定

瓦が飛ばされた屋根

コロナ禍活動!! 災害ボランティアセンターについて学ぼう“おうちじかん”
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「お金の悩み」「お金の悩み」「お金の悩み」「お金の悩み」家計改善支援事業では、家計改善支援事業では、改善支援家計改善支援事業では、家計改善支援事業では、 を一緒に考えます！を一緒に考えます！を一緒に考えます！を一緒に考えます！

「電気・ガス・水道の支払いができない…」
「借金に追われている。何から支払ったらいいのか…」
「生活がギリギリ。今後、支出が増えるのに…」

など、生活の不安を抱えていませんか？

家計改善支援事業は、生活、借金の問題などのお悩みを持つ方が、生活再生に必要
な家計収支の目安が見出せるように、相談を受けています。

「支払いに追われて不安…」追われて不安…」にい「支払いに追われて不安…「支払いに追われて不安…」「支払いに追われて不安…」と思っている方へと思っている方へと思っている方へと思っている方へ
～生活困窮者自立支援事業から～

私たちがお話を伺います。
お気軽にお電話ください。

借金や税金・保険料・家賃などを滞納し、生活に困っている場合

専用の家計表の作成をとおして、生活の現状や家計収支の全体を把握できるように支援します。

多重・過剰債務
返済の停滞

固定資産税の滞納

市民税の滞納 国民健康保険料の滞納

子どもの教育関連費の滞納

結局、何がいくら足り
ないかわからない。

1ヶ月の赤字額が
わかった！！

生活費が足りない

借金の整理や滞納金の支払いのみを焦点としても、問題は解決しません。

月々に使える額が
わかった。

支出の課題が見えたので、
見直しが図れそう。

就労収入があといくらアッ
プすれば、生活にゆとり
が出るかがわかった。

借金や滞納金は総額でい
くらあるのか、毎月いくら
までなら支払えるかがわ
かった。

親の介護のことなど、収
入を安定させるために解
決しなければならない課
題が見えた。

問い合わせ先　生活支援係　 生活困窮者自立支援担当
　　　　　　　TEL：0287－37－6833（直通）
　　　　　　　Mail：seikatsu@ns-shakyou.jp

「お金の悩み」家計改善支援事業では、 を一緒に考えます！

「支払いに追われて不安…」
と思っている方へ
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発行　社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会
住所　〒329-2705　那須塩原市南郷屋5丁目163番地（健康長寿センター内）
　　　TEL 0 2 8 7－37－51 2 2　FAX 0 2 8 7－36－87 1 0
　　　ホームページアドレス http://ns-shakyou.jp/　Eメールアドレス info@ns-shakyou.jp
　　　Facebook　https://www.facebook.com/nasushiobarashakyou/

この社協だよりは、地域のみなさまからのご寄付や会費が財源となっています。

出題者：黒瀧　文さん
くろたき あや

①割く　②直ちに　③八百万（の神）　④漸く　⑤二進も三進も　
⑥感ける　⑦行火　⑧灰汁　⑨強ち　⑩潔い　 ⑪版図　⑫他人事　
⑬重畳　⑭礼賛　⑮数多　⑯心化粧　⑰希う　⑱綺羅星（のごとく）
⑲居丈高　⑳如才（ない）

①さく　②ただちに　③やおよろず　④ようやく　⑤にっちもさっちも　⑥かまける　⑦あんか
⑧あく　⑨あながち　⑩いさぎよい　⑪はんと　⑫ひとごと　⑬ちょうじょう　⑭らいさん　⑮あまた
⑯こころげそう　⑰こいねがう　⑱きらほし　⑲いたけだか　⑳じょさい

わからない意味は、ぜひ調べてみてね！
※答えはこのページの下にあるよ

挑戦してみよう！挑戦してみよう！挑戦してみよう！挑戦してみよう！
地域からの挑戦状！！地域からの挑戦状！！地域からの挑戦状！！地域からの挑戦状！！

答え

次の漢字は何と読むでしょうか ?Q難読漢字クイズ

大髙地域支え合い推進員地域支え合い推進員員推進員域支 合い推合支え合地域 え合地 え 進進推進進員員支域域域 いいい合支地地 進員支 いいいい地域支え合い推進員地域支え合い推進員地域支え合い推進員 　は見た!!!はは見たたはは見ははは た !!た!!!た !!たたは見た!!!ははは　は見た!!!　は見た!!!
（三島公民館区担当）（三島公民館区担当）三島公民館区担当（三島公民館区担当）（三島公民館区担当）

　毎週木曜日午前9時30分に三島公民館正面玄関前で三島地区等に住む方
が7、8人程度集まり、ラジオ体操を行っています。お住まいの地区や年齢な
どにはかかわらず、どなたでも参加することができます。決まっていること
と言えば、ラジオ体操第一と第二を続けて行うことくらいでしょうか。
　ラジオ体操の後は、近くのスーパーへ足早に行かれる方や他の参加者との
立ち話しを楽しまれる方、地域包括支援センターの職員さんとお話しをする
方がいるなど様々です。
　特別なことをやっているわけではありませんが、参加するだけで元気が湧いてくるような気が
します。みなさんもラジオ体操で心も身体も元気になりませんか？参加をお待ちしています！

シリーズ⑰

ラジオ体操　毎週木曜日 9:30～三島公民館玄関前　飛び入り参加大歓迎♪ラジオ体操　毎週木曜日 9:30～三島公民館玄関前　飛び入り参加大歓迎♪ラジオ体操　毎週木曜日 9:30～三島公民館玄関前　飛び入り参加大歓迎♪ラジオ体操　毎週木曜日 9:30～三島公民館玄関前　飛び入り参加大歓迎♪

やっぱり外は気持ち良い！やっぱり外は気持ち良い！やっぱり外は気持ち良い！やっぱり外は気持ち良い！やっぱり外は気持ち良い！やっぱり外は気持ち良い！ お子さん連れも大歓迎 !!!!!!!!お子さん連れも大歓迎お子さん連れも大歓迎お子さん連れも大歓迎お子さん連れも大歓迎 !!お子さん連れも大歓迎 !!

このコーナーは、
地域支え合い推進
員が地域で取り組
んでいる様々な活
動を紹介します。

挑戦してみよう！
地域からの挑戦状！！

地域支え合い推進員 　は見た!!!
（高林公民館区担当）

『健康第一。笑顔も抜群。みんなでハッピー。素敵な仲間 !』

今後もあなたの地域の「宝物」となるような活動を見つけに行きます!今後もあなたの地域の「宝物」となるような活動を見つけに行きます!今後もあなたの地域の「宝物」となるような活動を見つけに行きます!


