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 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。

こころまる ふれあいの旅!!
～地域共生社会の実現に向けて～

　

　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、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する公民館
を利用した気軽な“つどい場”なんだって。地域にこんな安心できる場所が
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。
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　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～！
ここは毎月第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。
　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。
　「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、あたま
とこころとからだを動かせる場所なんだ。地域に安心できる場所がもっと増
えると良いな～!!

那須塩原市社協
QRコード

　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。
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　　　　　地域支え合い推進員が
市内の全15公立公民館に配置となりました！
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地域支え合い推進員が市内の全15公立公民館に配置となりました！地域支え合い推進員が市内の全15公立公民館に配置となりました！地域支え合い推進員が市内の全15公立公民館に配置となりました！地域支え合い推進員が市内の全15公立公民館に配置となりました！
令和2年1月から

電話番号地域支え合い推進員公立公民館地区
74－5009町　野　美　延黒磯公民館区（社協黒磯支所内）

黒
磯
地
区

74－5511鈴　木　睦　子厚崎公民館
74－3031貫　井　晃　子稲村公民館
73－5505井　川　佳　代とようら公民館
74－5510西　海　幹　子鍋掛公民館
73－8108川　島　京　子東那須野公民館
73－5125鈴　木　弥　生高林公民館
47－5333室　井　弘　子三島公民館

西
那
須
野
地
区

46－5887新　江　美以子狩野公民館
48－6660関　谷　佐恵子西那須野公民館
47－5251熊　谷　由紀子南公民館
48－7020齋　藤　眞由美西公民館
46－5088大　森　弓　子大山公民館
47－5030渡　邉　千惠子塩原公民館区（社協塩原支所内）塩

原
地
区 47－7299佐々木　里　子ハロープラザ

【黒磯地区】地域支え合い推進員 【塩原地区】地域支え合い推進員【西那須野地区】地域支え合い推進員

　少子高齢社会、核家族化等を背景に、家族や地域におけるつながりと支え合い機能が低下し、
孤立する人が増えています。また、地域の中には高齢者や障がい者、子育てをしている家庭、
病気の方など何らかの手助けを必要としている人がいます。那須塩原市では、だれもが住み慣
れた地域で安心して自立した生活がおくれるよう、平成27年度から地域住民助け合い事業を
進めています。　 年間かけ市内15の公立公民館の圏域ごとに進めていき、各公立公民館には、5
この事業を推進するための地域支え合い推進員を配置しています。
　地域住民助け合い事業とは、地域の一人暮らし高齢者や障がい者、子育てをしている方たち
などの悩みや困っていることを見守り活動をとおして早めに気づき、その解決に向けて、みん
なで考え、助け合える仕組みを作っていく活動です。この活動の推進には、地域の方々との細
やかな連携が必要であり、活動について地域の方々から相談を受けたり、関係団体との調整等
を行うことが必要です。そのために地域の方々により近い公立公民館で地域支え合い推進員が
地域づくりをサポートしています。すでに、14公民館区に配置していますが、今年　月から新1
たに厚崎公民館に配置しました。これで全ての公立公民館に配置となりました。
　今後も引き続き、地域にある※宝物を探しながら、見守り活動に加え、さらなる助け合いが生

釈 若錫錫錫

まれるよう、地域の情報を共有できる「話し合いの場」を住民と共につくっていくことを目指
します。
※地域ですでに行っている支え合いのことを「宝物」と呼んでいます。

令和２年１月～
New
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【ひきこもり支援の会【ひきこもり支援の会】】
がスタートしました!がスタートしました!!!

日　時：毎月第　火曜日　午後　時～午後　時（時間内の出入りは自由です）1 6 8
場　所：特別養護老人ホーム栃の実荘　交流スペース（井口533－20）
対象者：ひきこもり状態の人の家族、支援の中で悩みや不安を抱える教育・医療・福祉関係

者、その他関心のある方
参加費：100円（お茶代）

ひきこもり
とは ??

　原則的には6カ月以上にわたって概ね家庭に留まり続けている状態
（他者と交わらない形での外出はしていてもよい）の方のことです。

ひきこもり支援の会についての問合せ先
社会福祉協議会　地域支援係　℡0287－37－5122

子ども若者・ひきこもり総合相談センターの中
野さんからひきこもりの現状や支援について話
をしてもらいました。

どのような支援ができるのか、実際に支援して
いる中での悩みや当事者や家族の想いなどの話
題が出ています。

　内閣府が2015年に実施したひきこもり調査によりますと、「趣味の用事の時だけ外出する」
「近所のコンビニなどには出かける」「自室からほとんど出ない」といった状態が6カ月以上続
く人が全国で15歳～39歳の人が54万人、40歳～64歳の人が61万人もいるとのことです。
そのような中、地域住民や医療・福祉関係者等が地域課題について話し合う場である「にしな
すケアネット」でも、『ひきこもり状態にある人へ支援が必要』という声が多く挙がっていました。
　そこで、那須塩原市においてどのようなことが出来るのかを検討するために、昨年の　月か9
ら宇都宮市にある『子ども若者・ひきこもり総合相談センター』と連携し、複数回勉強会を実
施してきました。その結果、まずは家族や支援の中で悩みを抱える関係者が集える場所を開く
ことになり、昨年の12月　日（火）から毎月第　火曜日に開催しています。コーヒーや紅茶を3 1
飲みながら、話しやすい雰囲気です。地域に暮らす人たちはそれぞれに不安や悩みを抱えてい
ます。少し話をするだけでも気持ちが楽になるかもしれません。一人では解決が難しくても、
支え合える人たちがいれば良い方向に向かっていく可能性は高くなります。
　悩みや不安のある方、関心のある方など、お気軽にご参加ください。
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那須塩原市社会福祉協議会主催

災害ボランティアワゴン活動報告 ～in栃木市～

西那須野地区 配食サービスボランティア募集！
活 動 日：毎週火曜日・金曜日（年末年始を除く）
活動時間：午前10時15分～正午頃まで（午前10時15分 健康長寿センター集合）
活動開始：令和　年　月～　週　回2 4 2

※希望により週　回（火曜日or金曜日）の活動も可能です。1
内　　容：ひとり暮らしの高齢者等のお宅にお弁当を届けて、声かけによる安否確認

を行っていただきます。
※旧西那須野地区内を配送していただきます。配送範囲は相談に応じます。

募集期間：随時募集
応募資格：74歳までの方（活動は、満75歳の　月末までになります）3
問合せ先・申込み：社会福祉協議会　地域支援係　℡0287－37－5122

配食サービスとは…?
　那須塩原市では、65歳以上のひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯など、
食事作りが困難な方たちに、栄養のある食事をとってもらうこと、また、お弁当
を直接渡すことでの安否確認を目的とした事業を行っています。
★お弁当をお届けしてくださるボランティアさんを募集しています。
★お弁当と一緒に真心をお届けしていただきます。（＾＾♪

　台風19号の災害支援のため11月　日（火）から　日（金）の　日間、栃木市5 8 4
に向けて災害ボランティアワゴンを運行しました。
　市民の皆さまにご協力いただき、17歳（高校生）から83歳のベテランボラ
ンティアを含む延べ34名（ボランティア26名、社協職員　名）が、被災され8
たお宅の家屋や敷地内に溜まった汚泥の除去、家屋の清掃などの活動を行ってきました。
　参加されたボランティアの方からは、「実際に現地へ行って、自分の目で見ること、活動
することの大切さを知った。」「はじめて災害ボランティアに参加したが、私にも出来ること
があり少しでも力になることが出来て良かった。」「参加する前は不安だったが、参加してと
ても良い経験が出来た。」などの感想がありました。
　災害支援活動にご協力いただきました皆さま、大変お世話になりありがとうございました。
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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。

令和元年11月　日～12月31日寄付分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
5,000円（20回目）相馬タイ子
23,710円（1回目）栃木県立那須清峰高校PTA
5,152円（2回目）諸藤　巧
3,154円（3回目）株式会社伊藤園那須支店
30,847円（8回目）西那須野南部地区北部地区民生委員児童委員協議会
6,300円（3回目）七宝の会

151,965円（13回目）第39回ふれあい広場実行委員会
10,000円（22回目）黒磯地区婦人会
6,420円（1回目）株式会社夢グループ
16,442円（28回目）永田長寿会
5,500円（2回目）那須塩原市グラウンドゴルフ協会西那須野地区
20,000円（4回目）県北歌謡ふれあいの会
67,000円（18回目）宇都宮ヤクルト販売株式会社
10,000円（1回目）藤田正夫
10,653円（2回目）那須森の押花倶楽部
2,583円（21回目）スターライト友の会
23,890円（21回目）古藤涼・碧
65,000円（15回目）株式会社創建
137,611円（6件）匿名

いつも
ありがとう
ございます

　善意銀行へ
菓子8箱他（195回目）ニラク大田原加治屋店
缶詰48個他（1回目）公益社団法人大田原法人会　（有）和泉設計
お菓子21箱（113回目）ZAPP西那須野
雑巾60枚（4回目）倉澤　スミイ
新米60キロ（2回目）那須塩原市認定農業者の会東那須野地区
折りづる15,000羽（6回目）川野辺　由美子
雑巾等183枚（3回目）宇野アサ子
お菓子2箱他（55回目）ガイアらくらく館黒磯店
タオル30枚（1回目）西赤田7班
ベビー服等49点（8回目）八木沢ふみ子
座布団7枚（1回目）小貫恒子
20,000円（15回目）心美会
タオル157枚（27回目）永田長寿会
さをり糸15キロ（2回目）金子啓子
タオル80枚（4回目）森永牛乳県北ミルクステーションD＆H
車いす1台（1回目）株式会社野田新聞販売
50,000円（14回目）塩原ロータリークラブ
洗濯機1台（8回目）株式会社エヅリン
お菓子3箱（115回目）ZAPP黒磯

匿名（4件）　交通遺児基金へ
10,000円（3回目）森谷　信代
1,000円（6回目）住吉町育成会
56,580円（8回目）那須塩原交通安全チャリティフェスティバル
46,836円（12回目）那須塩原交通安全協会箒根支部女性部
20,000円（3回目）磯　光春
4,000円（1回目）吉成氏祝賀会一同
10,000円（1件）匿名

米20キロ、ベビー紙おむつ44枚、
タオル100枚、さらし4枚、5,000円

福祉協力店の募金箱（4件）  22,666円
美容室シーファ／日藤自動車工業有限会社
／釜彦／社協本所窓口
このお金は福祉基金に繰り入れられます

株式会社野田新聞販売 様

宇都宮ヤクルト販売株式会社 様

那須塩原交通安全チャリティフェスティバル 様

令和元年度 成年後見制度普及啓発セミナー in那須塩原
開　会　午後　時50分　　　講演会　午後　時～　時　分0 1 3 5
　成年後見制度の内容、活用事例など、わかりやすく説明します。
【講師】
　宇都宮家庭裁判所　主任書記官　島田貴士　氏
　成年後見センター　リーガルサポートとちぎ支部　相談役　佐伯祐子　氏
個別相談会　午後　時20分～　（事前の申込みが必要です）3
〈問合せ先〉社会福祉協議会　生活支援係　℡0287－37－5122

令和　年　月　日（火）2 3 3
いきいきふれあいセンター
（多目的ホール）

入退場自由・参加費無料

自分が認知症
になったとき、
誰が支えてく
れるのか不安
です

セイネンコウケン…
なんだろう ?

認知症や障がい
などにより、判
断能力が十分で
はない方の権利
や財産を守る制
度です
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令和元年度 赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金（共同募金）に

ごごごごごごごごごご協協協協協協協協協協力力力力力力力力力力あああああああああありりりりりりりりりりががががががががががととととととととととううううううううううごごごごごごごごごござざざざざざざざざざいいいいいいいいいいままままままままままししししししししししご協力ありがとうございましたたたたたたたたたたた

○共同募金　募金実績

歳末たすけあい募金赤い羽根共同募金項　　目
6,736,6158,961,500戸別募金

01,820,600法人募金
57,681602,788学校募金
129,67646,547街頭募金

092,061職域募金
026,210募金箱

65,00067,317団体・個人等
040預金利息

1,745,8710平成30年度繰越金
 8,734,84311,617,063合　　　計

○歳末たすけあい募金　配分実績

備　考配　分　額配　分　先
149世帯236人2,198,000困窮世帯
125施設3,702人3,702,000福祉施設
特別支援学級210人210,000手をつなぐ親の会
750人へ煎茶を贈呈750,000ひとり暮らし高齢者
封筒等49,470事務費

1,825,373令和　年度へ繰越2
8,734,843合　　　計

（単位：円） （単位：円）

　10月　日から始まりました共同募金運動は、みなさまのご協力により多くの募金が集まりました。1
　赤い羽根共同募金は、県内の社会福祉施設の整備や地域福祉活動に充てられ、社会福祉の向上に
大きな役割を果たしています。また、歳末たすけあい募金は、市内で生活に困窮している人などに
配分されました。

備　　考配　分　額配分先
県内の社会福祉施設や社会福祉事業に取り組む団体への助成金等として配分されます。5,945,000A配分
翌年度に那須塩原市社会福祉協議会が行う、地域福祉推進事業の経費として配分されます。5,672,063B配分

○赤い羽根共同募金　配分使途 （単位：円）

街頭募金実施協力店舗等

ヨークベニマル上厚崎店・那須塩原店・西那
須野店/MEGAドン・キホーテ黒磯店/ザ・ビッ
グエクストラ那須塩原店/オータニ黒磯店・西
那須野店/フードオアシスオータニ永田店/と
りせん黒磯店/ダイユー東那須店/ベイシア那
須塩原店/道の駅明治の森黒磯/道の駅湯の香
しおばら/JR那須塩原駅

◇共同募金活動協力店（敬称略・順不同）

募金箱設置協力店舗

ザ・ビッグエクストラ那須塩原店/ダイユー若松店・
東那須店・鍋掛店・中央店/オータニ黒磯店・西那須
野店/フードオアシスオータニ永田店/カンセキ黒磯
店/オフハウス黒磯店/WILD-1西那須野店/サトーカ
メラ西那須野店/那須野が原博物館/道の駅湯の香し
おばら/道の駅明治の森黒磯/ガイヤらくらく館黒磯
店・那須塩原店/ガイヤ那須塩原店/ツルハドラッグ黒
磯豊浦北町店/栃木トヨペット㈱西那須野店・黒磯店・
U－Carセンター西那須野店

◇赤い羽根共同募金寄附者（敬称略・順不同）  円円円円円円円円円令和元年10月　日〜令和元年12月31日1

学校等募金（保育園・幼稚園）

たかはやし保育園/なべかけ保育園/さきたま保育園/友
里かご保育園/ひばりヶ丘保育園/とようら保育園/虹ヶ
丘認定こども園/認定こども園マロニエ幼稚園/認定こ
ども園黒磯幼稚園/南保育園/ほし保育園/東保育園/西
保育園/あったか保育園/認定こども園西那須野幼稚園/
すぎのこ三島幼稚園/認定こども園第二ひかり幼稚園/
すぎのこ幼稚園認定こども園/国際医療福祉大学西那
須野キッズハウス/ひまわり保育園/塩原認定こども園

学校募金（小・中・高校）

黒磯小学校/稲村小学校/東原小学校/埼玉小
学校/豊浦小学校/共英小学校/大原間小学校/
波立小学校/青木小学校/槻沢小学校/東小学
校/西小学校/大山小学校/関谷小学校/横林小
学校/黒磯中学校/黒磯北中学校/日新中学校/
三島中学校/黒磯高校/黒磯南高校/那須清峰
高校/那須特別支援学校
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法人募金

アースプラン㈱/㈱アート工測/（社福）あいのかわ福祉会ワークス共育/㈱赤川索道/㈲アカネ電気工事/
㈲アクト/㈱アグリパル塩原/㈱足利銀行塩原支店/（社福）天野会/㈲新井衛生社/㈲荒井モータース/㈱ア
ルファ/㈱アローテックス/㈱生駒組/石川建設㈱/泉房好建築設計事務所/㈱イフアンドリブ/㈱ウィル
フーズ/植木労務管理事務所/㈱植竹虎太商店/USUI工務店㈱/雲照寺/㈱エステーコンポスト/㈱江連電
機/NECプラットフォームズ㈱/㈱塩那森林サービス/㈲大金電機商会/㈲扇運送店/㈲扇屋建設/大阪シー
リング印刷㈱栃木工場/㈱大鹿建設/㈲大島建設/大島早苗税理士事務所/大村紙業㈱栃木事業部/㈱大森/
大和田税理士事務所/おこの味亭/㈲柿崎重機興業/カクヤス商販㈱/金井運送㈱/金子メディックス㈱/鏑
木電気工事㈲/釜彦/菅野自動車整備工場/北関東環境開発㈱/北那須酪農業協同組合/㈱共伸/㈲近代ビル
サービス/㈱久保重機建設/㈲熊田工業/㈱クリエートインターナショナル/黒磯いずみ幼稚園認定こども
園/黒磯観光タクシー㈱/㈱黒磯ショッピングプラザ/㈲黒磯製作所/ケアハウス夏の楓/㈱KMクリニック
/㈱ケービールーフ工業/（医）健和会緑の杜クリニック/㈲小池組/小出チップ工業㈲/コウキュウ建設㈱/
㈱交通建設栃木支店/小島政博税理士事務所/（医）小沼内科胃腸科クリニック/（一社）心桜福祉会/㈲小林
農産/㈲小室建設/㈱佐藤光機製作所/㈱佐藤設備/佐藤設備工業/㈱真田ジャパン/三報社印刷㈱N.I.C/㈱
サンリッチスズキ/JAなすの/塩原温泉旅館協同組合/㈱塩原屋/㈱シマミツ/（医）修心会さいとうクリ
ニック/㈲俊電社/（医）純成会渡辺歯科クリニック/（特非）障害児・者トータルサポートセンター空/白河
井戸ボーリング㈱/㈲シンコピーアルファ/新生酪農㈱/㈲進和建設工業/㈲水工技研/㈱杉山広告社/㈲鈴
川商店/㈲鈴木自動車工場/須田医院/㈱瀬尾本店/センバ自動車㈱/㈱創建/㈱相互企画/相談支援事業所テ
トテ/㈲相馬運輸/㈲相馬自動車商工/㈱ソエヤ金属工業/㈱大向電設/㈱ダイユー/（社福）太陽の里福祉会
/大和車輌整備㈲/㈱高林精機製作所/㈲田代タイヤ/㈱谷黒組/チューナー㈱那須工場/㈲塚下自動車整備
工場/㈲塚田鉄工/デイサービス茉莉花/㈱テクノ産業/電源開発㈱水力発電部東日本支店沼原事務所/東
亜警備保障㈱/（社福）同愛会/㈱トープラテクノ/㈲常盤鋼業所/特殊精機㈱/特別養護老人ホーム那須友
愛苑/栃木県西那須野自動車学校/栃木県北アスコン㈱/栃木トヨタ自動車㈱西那須野店/栃木日産自動車
販売㈱那須塩原店/㈲栃木北部運送/とんかつ高田/㈱ナカリュウ/中江歯科医院/㈱永山木材/㈲中屋金四
郎商店/㈲中山総樹園/㈲那須アカデミー牧場/㈱那須環境技術センター/㈲那須クリーン/那須車輌整備
㈱/那須塩原市商工会塩原支部/那須塩原市商工会箒根支部/㈲那須総合防災センター/㈱那須電設/㈱那
須板金工業/㈱那須ビジョン/那須ヘルスセンター㈱/虹ヶ丘認定こども園/日瀝道路㈱県北営業所/日清
丸紅飼料㈱総合研究所/㈱ニッパン・エンジニアリング栃木/二宮木材㈱/日本プレーテック㈱/乃木神社/
㈲白塩舎/㈲橋本家畜診療所/（特非）バリアフリー総研/㈱半田設計事務所/㈱ファミリーエクスプレス/
深谷建設㈱/㈱フケタ設計那須営業所/（医）ふじおか内科小児科/富士発條㈱/㈲藤原設備/㈲船山自動車/
㈱ブリヂストン/ふるさとにしなす産直会/フルヤ工業㈲/㈱プレテックエンジニアリング・エスエフ/法
真寺/㈲ポート・ワン/㈱HOWA栃木/㈲北部建設/㈱星古物店/㈱星野アルミ建材/前田電設㈱/㈲まじま荘
/㈱マルタカ産業/㈲マルミ工芸/ミツイ商事㈲/ミツヤ送風機㈱那須事業所/妙雲寺/㈱むつみコーポレー
ション/㈱八木沢自動車販売/やしお観光バス㈱/㈱ユーユー商会/（社福）悠々の郷/㈱ユニオン電子/㈱ユ
ニテク/㈲リサイクル黒磯/㈲リモコン電機/㈲龍鳳園/㈱和光/和光メガネ西那須野本店/㈲和島屋旅館/㈲
渡辺製麺所/㈱渡辺美智雄経営センター/（医）渡部医院
※法人募金納入に伴い下記金融機関において振込手数料を免除していただきました。
　足利銀行/栃木銀行/那須信用組合/大田原信用金庫/白河信用金庫/那須野農業協同組合

団体・個人等

ボッシュマネージャーズクラブコスモス会/NECプラットフォームズ労働組合/ZAPP西那須野

◇歳末たすけあい募金寄付者（敬称略・順不同）  円円円円円円円令和元年10月　日〜令和元年12月31日1

学校等募金（保育園・幼稚園）

認定こども園西那須野幼稚園/すぎのこ三島幼稚園/
あったか保育園

学校募金（小・中・高校）

槻沢小学校

団体・個人等

㈱ガイア/田口三知子/生出豊/㈱
安田ホールディングス/バリアフ
リー総研

職域募金

那須塩原市役所/（公財）那須塩原市文化振興公社/（公社）那須塩原
市シルバー人材センター/（公財）那須塩原市農業公社/㈱栃木銀行/
那須塩原市社会福祉協議会



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

Vol.⑪～生活困窮者自立支援事業から～

※生活困窮に陥らないためには…

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!

社協は「生活の見直しと改善」の相談窓口です。あなたのこれからのことを一緒に考えていきます。
社会福祉協議会　生活支援係　℡0287-37-6833（直通）　　：seikatsu@ns-shakyou.jp

新江地域支え合い推進員推進員推進員推進員進員推 員推 員い推 員いい地域支え合い地域支 合い合支え地域地 合地 え支域域域地地地 支地域 いい支支支支 い地域支え合い推進員員員地域支え合い推進員地域支え合い推進員 　は見た!!!見たは見たは見たはは見見た!!た!!!たた !!たたは見た!!!はは　は見た!!!　は見た!!!
（狩野公民館区担当）（狩野公民館区担当）狩野公民館区担当狩 当当（狩野公民館区担当）（狩野公民館区担当）

　若い世代では新社会人になるも、職場での人間関係を上手く築くことができず仕事を辞めてしまう
方が少なくありません。そんな中、「次の仕事が決まらない」、「人間関係の不安から仕事に就けない」方
たちにとっては収入や生活費への不安が高まります。また、クレジットカードや電子マネーで簡単に決
済ができるようになったことで、いつの間にか大きな借金となり、給与の大半が、借金返済という事態に
陥り、生活が成り立たなくなる方も増えてきています。

誰もが陥る可能性があります誰もが陥る可能性があります誰誰誰誰もが陥る可能性があります誰もが陥る可能性があります

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。

　みなさん、日曜日の午前中は何をしていらっしゃいますか?
　ゆっくり起きてブランチ?　溜まった家事に奮闘?　それとも、撮りためたお気に入りのドラマ鑑賞?
　その合間に…狩野公民館・多目的ホールで行われている『わくわくサロンかりの』を覗いてみませ
んか?
　奇数月に1回、日曜日の午前10時からお昼頃まで、東遅沢地区の住民運営による「東遅沢むらおこ
し推進協議会」主催で行われている『わくわくサロンかりの』。《高齢者の方をはじめ誰もが住み慣れ
た地域の中で、健康でいきいきとした暮らしができるように、自由に集まり交流することができる場
所》をコンセプトに、ボランティアの皆さんからご協力を頂いてのステージや朝取り超！新鮮野菜の
販売、焼きそばや夏にはかき氷・ポップコーンの無料配布（数量限定）などがあり、はっきり言って行
かなきゃ損！一息入れるなら無料お茶飲みコーナーでどうぞ！次の開催は3月22日（日）。狩野公民
館・多目的ホールでわくわくな日曜日のひと時を！車椅子ご利用の方も多数おみえになります。お
問い合わせは狩野公民館（℡37－3528）まで。

シリーズ⑪

ボランティアさんのステージんのステージんのステ ジんのステージボランティアさんボランテ アさんボランティアさんボランティアさんのステージボランティアさんのステージ 朝取り　　新鮮野菜の販売りり朝 りり取 売のの野鮮 のの朝取り　　新鮮野菜の販売超！新超！超！超！超超超超！超！
かき氷やポップコーンの
無料配布（数量限定）
かき氷やポップコーンの
無料配布（数量限定）無料配布（数量限定）無料配布（数量限定）無料配布（数量限定）
かき氷やポップコーンの
無料配布（数量限定）
かき氷やポップコーンの
無料配布（数量限定）

職場での人付き合いが
苦手で就職できない

借金の返済が多く、
生活費が足りない

正規雇用の求人に
応募しても採用されない

仕事を辞めたが、
今後のことを決めていない

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。

◉収入と支出のバランスを把握しましょう。
◉冠婚葬祭や入院などの急な出費に備え、
　貯蓄をしていくことも大切です。
◉1人で悩まずに、誰かに相談してみましょう。

10代から30代の方のお困りごとの特徴

第一弾は、10代から30代の若年層における生活困窮のリスクを説明していきます。

那須塩原市の相談内容別割合（10代～30代）

※H28年4月～H31年3月までの相談128件 中

収入と生活費
住まいと家賃の支払い

仕事探し
税金の支払い
ローンや債務

その他
0% 10% 20% 30% 40% 50%

50％
17％

5％
5％
5％

18％
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