
 

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

絵手紙作：ぎんもくせいの会
豆下駄作：野田清一（南郷屋）

　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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　那須塩原市社会福祉大会が今年で15回目を迎えるんだ。
　そこで、これまでの社会福祉大会の思い出写真を使って『こ
ころまる』のモザイクアートを作ってみたよ！
　2ページから5ページに社会福祉大会のあゆみを掲載して
いるからみてね。
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　社会福祉協議会では、「多年にわたり社会福祉の発展に寄与された方々を顕彰し、地域福祉の
更なる充実に向けた啓発を図ること」を目的に、毎年社会福祉大会を開催しています。
　今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、式典と記念講演が中止となりました。
　そこで、今回の社協だよりでは、「特集 那須塩原市社会福祉大会のあゆ
み!!」として、これまでの社会福祉大会をふりかえります。

・・福祉大会の運営にあたって
　この大会の開催にあたり、運営委員会を開催しています。運営委員は、
自治会長連絡協議会、民生委員・児童委員協議会連合会、老人クラブ連合
会、身体障害者福祉会、心身障害児者父母の会、ひとり親家庭福祉連合会
の代表の方々と行政機関の関係者ら12名で構成し大会運営や表彰者の決
定等を行っています。

・・表彰・感謝状の贈呈
　この大会は、地域活動やボランティア活動など多年にわたり
社会福祉の向上に功績のあった方々や団体、自立更生者、長期
介護者への表彰のほか、高額寄付者への感謝状の贈呈、市内小
中学校の篤行・善行児童生徒への表彰を行っています。
　各回とも100名以上の受賞者がいらっしゃいます。　 枚の表1
彰状、感謝状でありますが、そこにはいくつもの物語があるこ
とでしょう。そんな物語を重ねて社会福祉大会は育まれ歩んで
きています。　 枚の表彰状、感謝状ではありますが、この　枚1 1
に込められた、秘められた未知の力は計り知れないと思います。

〇受賞者から…
　この大会で受賞された方から新聞への投稿がありました。
　受賞された方が、このような想いや気持ちを持たれていたと
いうことが記事から伺い知ることができ、私たち運営側として
は喜びを感じています。毎年100名以上の方々へ表彰状や感謝
状を手渡して15年が経過しましたが、受賞後の感想や体験を知
り得ることが少ないため、こうした記事はモチベーションアッ
プにつながります。
　これからも受賞者のみなさんの福祉に関する気持ちが充実し
ていく姿を夢見て私たちは大会を運営していこうと思います。

・・イメージキャラクター「こころまる」誕生
　第　回大会では、社会福祉協議会のイメージキャラクター「こころまる」5
が誕生しました。
　ロンドンオリンピックが開催されたこの年、それを象徴とした五輪の色で、
全ての人が優しいこころを持って丸い関係を築き平和な世の中になることを
願って誕生したキャラクターです。

特集 那須塩原市社会福祉大会のあゆみ !!
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・・記念講演
　この大会では、表彰式の第　部と福祉に関連した記念講演の第　部に分けて行ってきました。1 2
記念講演では、各界で活躍する方々をお呼びしました。
　そんな中でさまざまなエピソードがありましたので、そのいくつかをお届けします。

〇大混雑
　北朝鮮拉致被害者家族連絡会の横田夫妻をお招きしました第
　回大会（平成21年　月24日開催）では、ご夫婦の講演を聞3 1
きたいと、会場の三島ホールに入りきれないほどの来場者が押
しよせたため、エントランスでも見ることができるよう急遽モ
ニターを設置しました。

〇当日来ることができない！！
　平成30年1月27日に開催された第12回大会。講演のテーマ
は「障害」ということで、統合失調症を克服したお笑い芸人の
コンビ「松本ハウス」のハウス加賀谷氏とその相方である松本
キック氏を講師に招きました。
　しかし、大会直前にハウス加賀谷氏の体調が悪化し会場に行
くことができないとの連絡が入り運営側は大慌て！相方の松本
キック氏ひとりでの講演となりました。

・・児童、生徒たちは…
　第　回から第　回までは、小中学生への福祉の啓発を目的に、福祉に関する標語を募集しま2 4
した。小学生の部と中学生の部それぞれにおいて最優秀賞（　作品）と優秀賞（　作品）を選1 2
び、当日のパンフレットへの掲載や会場内に張り出しました。

〇小学生の部　最優秀作品
　『ゆずり合う　勇気がつくる　明るい社会』
　『助け合う　心の絆を　広げよう』
　『たくさんの　人で広げる　福祉の輪』
〇小学生の部　優秀賞
　『さしのべる　手から伝わる　福祉の心』
　『親切は　してもされても　いい気分』
　『さしだす手　明るい社会の　第一歩』
　『思いやり　みんなでつくる　明るい未来』
　『思いやる　心と体で　広がる未来』
　『さしだして　言葉をかければ　心の輪』

☆第　回（平成18年11月11日）1
　平成17年　月に　市　町の社会福祉協議会が合併し　年の4 1 2 1
事業調整を経て、第　回の社会福祉大会が平成18年11月に黒1
磯文化会館にて開催されました。
　当日は、社会福祉協議会会長からの表彰状、感謝状の贈呈と
各福祉団体の代表から表彰状の贈呈が行われ、第　部では地元2
「塩原のかたりべ」による口演が行われました。大会宣言とし
て「地域のあらゆる人々、団体、企業と未来を共有し、あらゆる資源を生かしながら『支えあ
う力』・『地域力』を高め『誰もが安全で安心して暮らせる那須塩原市』づくりを進めていくこ
と」が宣言されました。
〇表彰状・感謝状贈呈者数…103人　　〇記念講演…塩原のかたりべ（地元ボランティア団体）

〇中学生の部　最優秀賞
　『ゆずりあい　笑顔が花咲く　街づくり』
　『思いやる　優しい心で　広がる福祉』
　『支え合い　共に進もう　明日へと』
〇中学生の部　優秀賞
　『ふみだそう　福祉の階段　一歩ずつ』
　『手伝うよ　あなたの優しさ　ありがとう』
　『たすけあい　感謝の気持ちで　心の輪』
　『ありがとう　あの時きみの　救いの手』
　『目指すのは　みんなの心の　バリアフリー』
　『福祉の輪　街も心も　暖かい』
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☆第　回（平成20年　月　日）2 2 2
　第　回は、三島ホールで開催。2
　この回から小中学生への福祉教育の意味を含め、篤行・善行児童生徒表彰と福祉に関する標
語を募集し、その最優秀賞、優秀賞の小中学生それぞれに表彰状を贈呈しました。
　記念講演は、那須野が原の自然を舞台に映画化された『那須少年記』の原作者森詠氏を招き
現代に生きる子どもたちを取り巻く環境や子どもたち自身の変化について映画のメイキング映
像を交えながらお話いただきました。
〇表彰状・感謝状贈呈者数…178人　　〇記念講演…森　詠（作家）

☆第　回（平成21年　月24日）3 1
　第　回は、第　回と同じ三島ホールで開催。3 2
　記念講演は、北朝鮮拉致被害者家族連絡会の横田夫妻を招いての講演でした。
　会場に入りきれないほどの来場者が訪れ、多くの方々に福祉に対する理解と関心を高めるこ
とのできた大会となりました。
〇表彰状・感謝状贈呈者数…153人　　〇記念講演…横田夫妻（北朝鮮拉致被害者家族連絡会）

☆第　回（平成22年　月30日）4 1
　第　回は、黒磯文化会館で開催。4
　記念講演は車イスのピアニスト山崎理恵氏によるピアノの演
奏とトークを交えた講演でした。山崎さんは、ピアノを演奏す
る際には、口にマウスピースをくわえて息でピアノのペダルを
操作する補助装置を使い演奏します。トークの中では、「演奏中、
息を吹き続けるので酸欠になる」などの苦労話がありました。
〇表彰状・感謝状贈呈者数…151人
〇記念講演…山崎理恵（車いすのピアニスト）

☆第　回（平成23年　月29日）5 1
　第　回は、黒磯文化会館で開催。5
　記念講演は、ダウン症の書家金澤翔子氏の母金澤泰子氏による講演でした。康子さんは「障
がいがあるから希望がない、幸せではないということではなく、障がいがあるからこそ、すば
らしい世界を育むことができる」など子育て世代に思いを伝えていただきました。
〇表彰状・感謝状贈呈者数…128人　　〇記念講演…金澤康子（ダウン症の書道家金澤翔子氏の母）

☆第　回（平成24年　月28日）6 1
　第　回は、三島ホールで開催。6
　この年は、東日本大震災発生後初めての大会でした。記念講演は、福島県や宮城県での災害ボ
ランティア活動の報告と被災地の石巻市社協の職員を招き震災の状況報告をしていただきました。
〇表彰状・感謝状贈呈者数…134人　　〇記念講演…東日本大震災ボランティア活動報告会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（石巻市社会福祉協議会）
☆第　回（平成25年　月　日）7 2 2
　第　回は、黒磯文化会館で開催。7
　この年から、大会のテーマを決めて記念講演を行うようになり、この年は、「障害」をテーマ
とし、ダウン症の方々で構成する「ラブジャンクス」によるダ
ンスパフォーマンスの公演でした。また、本会のマスコット
キャラクター「こころまる」が誕生した大会でもあり、キャラ
クター作成者と命名者に表彰状を贈呈しました。
〇表彰状・感謝状贈呈者数…151人
〇記念講演…ラブジャンクス
　（ダウン症のある方のためのエンターテイメントチーム）
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☆第　回（平成26年　月25日）8 1
　第　回は、黒磯文化会館で開催。8
　この年は「子ども」をテーマとして講師にロック歌手のダイア
モンド☆ユカイ氏を招きました。ユーモアたっぷりの子育て方
法について語ったあとは、ミニライブがあり、会場一面ユーモア
と熱気にあふれる大会となりました。
〇表彰状・感謝状贈呈者数…118人
〇記念講演…ダイアモンド☆ユカイ（ロックミュージシャン）

☆第　回（平成27年　月31日）9 1
　第　回は、黒磯文化会館で開催。9
　この年は「高齢」をテーマとして講師にとちぎ未来大使でもある落語家 金原亭馬生氏を招き
ました。「笑いと健康」と題した講演と落語が行われました。
〇表彰状・感謝状贈呈者数…139人　　〇記念講演…金原亭馬生（落語家）

☆第10回（平成28年　月30日）1
　第10回は、三島ホールで開催。
　この年は「子ども」をテーマとして講師に元マラソンランナーの松野明美氏を招きました。ダ
ウン症という障がいを持って生まれてきた次男の子育てを通して気づかされたことなどをおな
じみの口調で講演していただきました。
〇表彰状・感謝状贈呈者数…139人　　〇記念講演…松野明美（元マラソンランナー）

☆第11回（平成29年　月25日）2
　第11回は、三島ホールで開催。
　この年の大会は「高齢」をテーマとして講師に作家の落合恵子
氏を招きました。
　母親の介護経験を通して感じたことや人が強く生きることの
メッセージなど説いていただきました。
〇表彰状・感謝状贈呈者数…97人　 〇記念講演…落合恵子（作家）

☆第12回（平成30年　月27日）1
　第12回は、三島ホールで開催。
　この年は「障害」をテーマとして講師に統合失調症を克服したお笑いコンビ「松本ハウス」
のハウス加賀谷氏とその相方である松本キック氏を講師に招きました。しかし、大会直前にハ
ウス加賀谷氏の体調が悪化し会場に来られなくなったため、松本キック氏ひとりでの講演とな
り、当事者であるハウス加賀谷氏と接した体験談を通し「病気を理解し、普通に接することが
大切」といった病気に対して正しく理解することの大切さについて話していただきました。
〇表彰状・感謝状贈呈者数…110人　　〇記念講演…松本ハウス（お笑いコンビ）

☆第13回（平成31年　月26日）1
　第13回は、三島ホールで開催。
　この年は「子ども」をテーマとして講師にタレントのオスマン・サ
ンコン氏を招きました。大家族で育った経験やご自身の子育ての経験
を基に家族の絆の大切さ、思いやりの心を持つことなどを話していた
だきました。
〇表彰状・感謝状贈呈者数…132人　　〇記念講演…オスマン・サンコン（タレント）

☆第14回（令和　年　月25日）2 1
　第14回は、三島ホールで開催。
　この年は「高齢」をテーマとして講師に俳優の八名信夫氏を招きま
した。プロ野球選手としてまた俳優として培った経験を基に高齢者に
なっても楽しく過ごすには笑顔で明るいあいさつ、そして健康な体が
大切であると話していただきました。
〇表彰状・感謝状贈呈者数…128人　　〇記念講演…八名信夫（俳優）



【6】 令和　年　月20日発行3 1

　「第15回那須塩原市社会福祉大会」は、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受
け、安全面を最優先に考えやむなく式典と記念講演を中止することとなりました。しかしなが
ら、社会福祉の増進に貢献された個人・団体や篤行・善行児童生徒などへの表彰等は、推薦い
ただいた推薦団体等から各受賞者へ伝達していただく方法で実施することとなりました。

那須塩原市老人クラブ連合会会長表彰 （敬称略・50音順）

【老人クラブ育成功労者】（3名）
江口　昭次 大塚　利一 人見　信義

おめでとう
ございます

第第1155回那須塩原市社会福祉大回那須塩原市社会福祉大会会
主催：那須塩原市社会福祉協議会、那須塩原市

黒磯小学校 6年 平　　栞奈
稲村小学校 6年 櫻井　菜結
東原小学校 6年 室井　　司
埼玉小学校 6年 阿久津ひびき
豊浦小学校 6年 伊坂　陽希
共英小学校 6年 栗山　桜康
鍋掛小学校 6年 加藤　愛菜
大原間小学校 6年 井出　結菜
大原間小学校 6年 田中　　凜
波立小学校 6年 田代　琶南
高林小学校 6年 月井ひなた
青木小学校 6年 人見　柚希
三島小学校 6年 渡邉　　寛

三島小学校 6年 平田華乃子
槻沢小学校 6年 齋藤菜々虹
東 小 学 校 6年 富田　　蓮
南 小 学 校 6年 小河原理々
西 小 学 校 6年 中田　心寧
大山小学校 6年 桒原　月花
大山小学校 6年 吉田　真菜
関谷小学校 6年 平山　莉緒
大貫小学校 6年 和氣　虎洸
横林小学校 6年 吉井　雄士
塩原小中学校 6年 細井　晄来
黒磯中学校 3年 沼尾　俐玖
黒磯北中学校 3年 齋藤　大豊

黒磯北中学校 3年 丹羽　碧琉
厚崎中学校 3年 南澤　快徳
厚崎中学校 3年 後藤ひなた
日新中学校 3年 人見　凌央
東那須野中学校 3年 小池　雄介
高林中学校 3年 八木沢貫太
三島中学校 3年 成田　航輝
三島中学校 3年 恒吉　優希
西那須野中学校 3年 帷子　麗音
西那須野中学校 3年 溝江　志歩
箒根中学校 3年 八木沢結菜
塩原小中学校 9年 小林　秋翔

【篤行・善行児童生徒】（38名）（学校順）

那須塩原市社会福祉協議会会長表彰 （敬称略・50音順）

【社会福祉功労者】（26名）
青木　孝枝
阿久津　良
阿部　一夫
宇賀神律子
大森テル子

大貫　正子
小川　博子
河合　　亙
木村　弘子
坂和　啓子

佐藤　一之
渋井　久子
嶋中　恵子
鈴木　正義
仙波　督江

千葉　昭彦
槻舘　愛子
綱川　雅之
林　　美幸
平間いく子

平山　絹江
藤田　芳子
益子　幸子
目黒ケイ子
山下　保子

渡部　智子

【社会福祉功労団体】（4団体）
稲村親睦会
五軒町福寿会

【社会福祉団体の功労者】（7名）
岩村ふじ子
君島　惠子
郡司喜代次

五味渕　範
富山　忠至
松本　祥三

三森　裕子第5長生会
民話いろりの会

遠藤　公子 林　　広子
【長期介護者】（2名）

磯光春
伊藤竹江
宇都宮ヤクルト販売株式会社
ガイアらくらく館黒磯店
黒磯郷土史研究会
株式会社クワバラ・パンぷキン

古藤涼・碧
ZAPP黒磯
ZAPP西那須野
相馬タイ子
栃木県退職公務員連盟那須北支部
那須塩原交通安全フェスティバル実行委員会事務局

西那須野ライオンズクラブ
西那須野ロータリークラブ
ブリヂストン労働組合栃木支部
南地区コミュニティ推進協議会
室井政樹
八木沢ふみ子

【高額寄付者】（団体等18）（敬称略・50音順）那須塩原市社会福祉協議会会長感謝状贈呈
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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2 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〕

　善意銀行へ
手作りマスク100枚（2回目）後藤　吉美
手作りマスク100枚（1回目）下永田地区社会福祉協議会
食器類209点（1回目）サッポロビール㈱那須工場
菓子3箱（123回目）ZAPP黒磯
雑巾等309枚（4回目）宇野　アサ子
お菓子類25個（3回目）社会福祉法人太陽の里福祉会
カップ麺70食（2回目）㈱野田新聞販売
お米30キロ（1回目）那須野ヶ原ライオンズクラブ
タオル66枚（3回目）西赤田7班協賛会
タオル80枚（1回目）二宮木材㈱
タオル等110枚（2回目）公益社団法人大田原法人会㈱アートキノ宝飾とお客様有志
タオル50枚（6回目）扇寿司
食料品等35点（1回目）公益社団法人大田原法人会㈱テラサキ
タオル19枚（1回目）公益社団法人大田原法人会㈲川崎屋運送
ベビー服等31点（14回目）八木沢ふみ子
お米30キロ（1回目）㈱ムロイハウジング
お菓子2箱（63回目）ガイアらくらく館黒磯店
お菓子20箱（122回目）ZAPP西那須野
タオル240枚（13回目）森永牛乳県北ミルクステーションD＆H
菓子7箱（199回目）ニラク大田原加治屋店
折りづる15,000羽（7回目）川野辺　由美子
お米10キロ（1回目）雷様米振興会
カップ麺40食他4点（1回目）公益社団法人大田原法人会㈲和泉設計
野菜11種類他食料品（1回目）槻沢長寿会
次亜塩素酸水3リットル（2回目）ひなの会

お米265キロ、ウエス500枚、
10,000円匿名（7件）

　交通遺児基金へ
10,000円（4回目）森谷　信代
41,000円（3回目）レトロ三丁目㈱鈴木モータース

　福祉基金へ
3,250円（54回目）美容室五番街
19,625円（1回目）パッチワークあじさいの会
74,223円（1回目）那須塩原市農業委員会委員OB会
5,000円（3回目）SUZUKEN　鈴木　智
18,847円（1回目）君島　幸江（猫ちゃん募金）
5,000円（22回目）相馬タイ子
6,359円（14回目）株式会社伊藤園那須支店

118,867円（9件）匿名

福祉協力店の募金箱（14件）  46,690円
釜彦／シーファ／㈱瀬尾本店／中華料理清
華／㈲小林精肉店／ヘアコンシャルジュＫ
ａｚｕｋｏ／中央接骨院／㈱三川燃料店／
㈱新栄屋／那須塩原市商工会／クリーニン
グおおもりダイユー若松店／Ｙショップし
おかわ／せきぐち歯科医院／那須測量㈱
このお金は福祉基金に繰り入れられます

いつも
ありがとうございます

～いちご版（栃木県版）福祉SOSゲーム那須塩原版～
完成しました！！　

　栃木県内の社会福祉法人による「地域における公益的な取組」推進事業【いちごハートねっ
と事業】から端を発した『いちご版(栃木県版)福祉SOSゲーム』の那須塩原版が昨年　月、7
市内の参加法人(京福会・清幸会・しらゆり会・太陽の里福祉会)と行政と社協の共同作成に
より完成しました。
　福祉SOSゲームは埼玉県草加市と文教大学が共同制作したもので「S：社会資源」「O：お
悩み」「S：相談」の頭文字をとったものです。地域課題が多様化・複雑化していて、それ
を解決するためには地域住民同士の支え合いと専門機関の強みを連携させていく必要があ
り、このゲームはその流れを育むことを目的に作成し
たものです。ルールは簡単で相談内容が書かれたケー
スカードを市内の相談機関・福祉施設・市民団体など
が載っている社会資源マップのどこにつなげるかある
いはどう連携していくかを話し合っていくものです。
　今までに社会福祉法人の職員や民生委員児童委員、
市役所の職員など多くの方が実施しています。どなた
でも取り組める内容になっていますので、興味のある
方は是非お声がけください！
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　今年度は、新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化する中、　 月から社会福祉協議会の会員加入（事業8
所等は　月から）のお願いをしたところ、各自治会をはじめ、多くのみなさまからご協力を賜りましたこ7
とに心より感謝申し上げます。おかげさまで、11月30日現在、普通会費・特別会費・施設等会費をあわ
せて11,756,200円となりました。
　みなさま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。

コロナ禍の中、各自治会をはじめ多くのみなさまの温かい
お気持ちに感謝申しあげます。 社会福祉協議会会費　中間報告

特別会員（法人事業所）392件  1,911,000円 ■敬称略（振込書の名称に基づいています）・順不同

3,000円
塩原温泉旅館協同組合／モスバーガー黒磯店／㈲村上運動具店／カーアカデミー那須高原／ミツヤ送風機㈱那須
事業所／ふるさとにしなす産直会／㈱サンリッチスズキ／㈱ウイルフーズ／㈲小林農産／ポニー薬局黒磯店／㈲
田代油店／北関東ペプシコーラ販売㈱／㈲宅老所永寿庵／（福）誠心会特別養護老人ホーム那須順天荘／（福）京福
会小規模多機能ホームよろずや／㈲リモコン電機／㈲相馬運輸／田代電気管理事務所／㈲大野茶店／（医）ふじお
か内科小児科／㈲宗形自動車整備工場／㈱KMクリニック／齋藤恵子税理士事務所／㈲人見油店／㈲白塩舎／三
井労務管理事務所／㈲デイリーダイレクト／川崎屋商事㈲／㈲川崎屋運送／㈱那須技研／小島政博税理士事務所
／那須塩原市商工会塩原支部／㈲近代ビルサービス／㈱大森／㈲五月女商店／㈱ファーム高林坊／㈱真田ジャパ
ン／㈲鈴川商店／酪農とちぎ農業協同組合那須高原支所／奥塩原高原ホテル／アースプラン㈱北関東営業所／㈲
荒井モータース／共創未来黒磯薬局／㈱那須板金工業／㈱星野アルミ建材／再生工房オール装建／One−or−
Eight（同）／那須野農業協同組合／ABC美容室／大田原信用金庫西那須野支店／㈱地熱工業／㈱佐藤光機製作所／

5,000円
おこの味亭／妙雲寺／古民家カフェ風音／㈲フレンドリーマートいそや／デイサービスきずな

6,000円
洋品わたり／中江歯科医院／しんたくレディースクリニック／富士発條㈱／㈲工房ヤマシタ／㈱大正堂／㈲アカ
ネ電気工事／㈲ワイケイ観光／㈱おまかせオート石川／㈱大島自販／相馬重機㈱／㈱大鹿建設／㈱大鷹の里／㈲
フナオカ／㈱ダイサン／㈲和氣工業

9,000円
㈱三和住宅／㈲塚下自動車整備工場／黒磯いずみ幼稚園認定こども園／㈲平山運輸／㈱佐野屋／（一社）心桜福祉会／
鈴木電機㈱／栃木県北アスコン㈱／福田建設㈱／大和田税理士事務所／深谷建設㈱／㈲那須総合防災センター／㈱太
田建設／㈲カントー／㈲相馬建設／㈱塩那森林サービス／USUI工務店㈱／㈱ニッパンエンジニアリング栃木

10,000円
黒磯観光タクシー㈱／㈱久保重機建設／㈲黒磯製作所／㈲中屋金四郎商店／㈲扇屋建設／十善山雲照寺／金子メ
ディックス㈱／㈲那須クリーン／㈱島田建築／㈲チキンハウス／㈲水工技研／石川建設㈱／㈱八木沢自動車販売
／㈲那須鉄工／㈲北部工業／㈱フジ建設／㈲ポート・ワン／㈱塩原屋／㈱アローテックス／㈲俊電社

12,000円
㈱相互企画／㈱ケービールーフ工業／二宮木材㈱

15,000円
はらクリニック／㈱かんすい苑覚楽／㈲熊田工業／㈲横内電機商会／㈱谷黒組／（医）修心会さいとうクリニック
／㈱佐藤設備／トーモク㈱／㈱敷島ファーム

20,000円
とんかつ高田／㈱創建／㈲和泉設計

30,000円
松本興業㈱／㈲佑和エンジニアリング／㈱オカモト／㈲正気屋商会／（医）金澤医院／㈱ウォーターエージェン
シー／菊池産業㈱／㈱エスケーコンポスト／㈱サンリツ



【9】令和　年　月20日発行3 1

3,000円
㈱TAKKさくらハウス／須田医院／丸山重機㈱／㈲那須金属／藤倉商事㈱／㈱那須精機／日本レジャー開発㈱／㈲
遠藤動物病院／㈱川合ネームプレート製作所／㈱江連電機／㈲白崎畜産／㈱トラスト精密／㈱渡辺美智雄経営セン
ター／㈱三川燃料店／奥那須建設㈱／日瀝道路㈱県北営業所／平山明司法書士事務所／（特非）キッズシェルター
／㈱ナカリュウ／大成電設㈱／くろいそケアセンターそよ風／那須合同自動車㈱／㈲サンフィール企画／スカイ精機
／㈱シマミツ／大島早苗税理士事務所／㈱ケンサイ／那須信用組合本店営業部／那須信用組合黒磯支店／㈲ミク
ニワークス栃木支社／栃木日産自動車販売㈱那須塩原店／那須車輌整備㈱／㈲塚田鉄工／那須塩原市商工会箒根
支部／㈱大向電設／宮勝林業㈲／（福）エルム福祉会待降寮／（福）エルム福祉会たじまの杜／㈲タマノアニマルクリ
ニック／泉房好建築設計事務所／㈱ステップ／ますぶち旅館／㈲吉田屋商店／㈲石沢モーターワークス／認定こど
も園黒磯幼稚園／㈱水仙／立川鍼灸整骨院／㈲小林精肉店／日本プレーテック㈱／西那須野商工会／センバ自動
車㈱／那須塩原市商工会／（特非）子育てほっとねっと／認定こども園西那須野幼稚園／㈲新井衛生社／だんどりあ
ん／認定あけぼのこども園／西那須観光バス㈱／那須塩原西口産直会／（福）京福会特別養護老人ホーム寿山荘ブ
ランチさきたま／ぷちあんじゅ／立正佼成会那須教会／虹ヶ丘認定こども園／㈲はつはる／㈱イフアンドリブ／サン
ライズスポーツクラブ／㈲那須緑地／㈱那須ビジョン／うすい美容室／㈲那須アカデミー牧場／電源開発㈱水力発
電部東日本支店沼原事務所／㈲宮本運輸／栃木トヨタ自動車㈱黒磯店／㈱ユニオン電子／フルヤ工業㈲／㈱ダイ
ユー／㈱足利銀行塩原支店／（医）渡部医院／㈲和島屋旅館／植木労務管理事務所／㈱永山木材／㈱相馬会計／㈲
大金電機商会／㈲平山総業／㈲ほずみ萬樹園／ラ・マドレ／㈲那須産業／三島の杜みしまの家／那須箒根酪農業協
同組合／㈲マルミ工芸／那須ヘルスセンター㈱／西村青果店／大和車輌整備㈲／栃木トヨペット㈱西那須野店／日
野金属産業㈱／㈲進和建設工業／㈲三美建設／㈱半田設計事務所／スバルショップ黒磯／㈲常盤鋼業所／㈱ダス
キン栃北西那須野支店／風の笛／㈲相馬自動車商工／セルプあじさい／㈱ハニー牧場／㈲シンコピーアルファ／㈱
ユニテク／大竹薬局／㈱ダスキン栃北／山崎産業㈱／㈱足利銀行黒磯支店／㈱高木ペイント工芸／日藤自動車工
業㈲／特別養護老人ホーム寿山荘／㈱TMC経営支援センター／認定こども園マロニエ幼稚園／㈱エルコア／中華
料理幸楽苑／マテック㈱／㈱万建設興業／根田屋商店／㈱クリエートインターナショナル／㈱キャル／㈱アート工測
／和楽遊苑／高塩技研工業㈱／㈱那須ナーセリー／乃木神社／西那須野内科循環器科クリニック／NECプラット
フォームズ㈱／ミツイ商事㈲／㈱澤田書店／ナスココ㈱／とちぎコープ生活協同組合／㈲カネゴ建設／那須自動車
学校／小出チップ工業㈲／㈲北斗プラン／（福）京福会ケアハウスハッピーオーシャン／㈲ハヤシモータース／（特
非）障害児・者トータルサポートセンター空／㈱医療福祉人財センター／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／㈲栃木北部運送／陽だまり／セルシオ—ル㈱／㈱トープラテクノ／麦ぼうし／ビューティ睦美
／㈱ムロイハウジング／なでしこ薬局東三島店／秋元設計㈲／栃木県酪農業協同組合県北支所／チューナー㈱那
須工場／㈱IMWホースサプライ黒磯支店／㈲藤原設備／㈱HITEC／㈱星古物店／前田電設㈱／国際医療福祉大
学病院／新生酪農㈱／（医）俊紅会那須高原クリニック／小野岡塗装㈱／㈲日本メディカル／㈱みらい／㈲橋本家畜
診療所／大谷畳店／㈲安藤商会／㈲那須福祉サービス／㈱ブリヂストン栃木工場／㈱ブリヂストン那須工場／㈲小
室建設／常盤園芸／㈲小池組／㈲蜂須賀石材店／（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／㈲ぴっころもんど／㈲イナバ／日本郵政㈱かんぽの宿塩原／㈱植竹
虎太商店／㈱テクノ産業／㈲柿崎重機興業／希望の杜みどり／希望の杜さんわ／希望の杜にしなすの／和光メガネ
黒磯本店／和光メガネドン・キホーテ黒磯店／㈱和光／和光メガネ西那須野本店／㈱赤川索道／㈲まじま荘／㈱生
駒組／日清丸紅飼料㈱／㈱交通建設／東レ㈱／学校法人日本大学／㈱高林精機製作所黒磯工場／㈲三鈴堂／菓子
工房シュクレ／㈲渡辺製麺所／ファミリーマート那須塩原豊浦北町店／㈲ぐんじ／㈱パン・アキモト／㈱HOWA栃木
／㈱松村自動車商会／㈱アルファ／㈱那須電設／㈱那須環境技術センター／㈲アルミック／黒磯新建材㈱／ケアラ
イフ・烏ヶ森／イーディーハウス㈱／（医）聖慶会せきぐち歯科医院／セキ工業㈱／㈲菊地市郎商店／㈱安田／
SUZUKEN／手塚石材店／㈱ウエタケ／あったか保育園／すぎのこ三島幼稚園／㈱ファミリーエクスプレス／㈲船
山自動車／㈱三島電気工事／ローソン那須塩原西遅沢店／㈱クオリティジャパン／（福）あいのかわ福祉会ワークス
共育／オグレ商事㈱／相談支援事業所テトテ／コウキュウ建設㈱／カゴメ㈱那須工場／戸崎輝海税理士事務所／栃
木日産自動車販売㈱西那須野店／㈲本多自動車修理工場／やしお観光バス㈱／ミナト製薬㈱那須工場／㈱プレテッ
クエンジニアリングエスエフ／㈱ユーユー商会／㈲大島建設／㈱フケタ設計那須営業所／㈱アイ電子工業／日研測
量㈱／㈲那須石油／㈲ティ．エヌ．イーサービス／栃木県北通運㈱／㈲田建／㈲君島榮七建築設計事務所／かつや
栃木西那須野店／㈱タカダ／（医）湘風会／大田原歯科医院／㈲結の杜／㈱泉谷興業／インテリアサワ

ご協力
ありがとう
ございます

施設等会員 20件　95,000円 ■敬称略（振込書の名称に基づいています）・順不同

（福）太陽の里福祉会
20,000円

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

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
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Vol.⑭～生活困窮者自立支援事業から～

自分自身、家族のこと、地域で気になる人のこと、どんなことでも先ずはお話を聴かせてください。私たちと一緒に考えましょう。
那須塩原市社会福祉協議会　生活支援係　℡0287-37-6833（直通）　　：seikatsu@ns-shakyou.jp

姉からの連絡
　大阪府に住む50歳代の女性Bさんから電話が入
る。「栃木に住む弟と連絡が取れない。以前、家に行
った時はゴミが散乱していた。家賃も2～3年滞納
しているようだ。長期間仕事に就いていないから心
配で仕方がない。様子を見てきてほしい」と、弟のA
さん（40歳）宅への訪問の依頼があった。
アパートに伺うと…
　Bさんに聞いた住所へ向かう。そこは田園地帯の
中にポツンと建っている一棟のアパート。部屋の位
置を確認をすると、カーテン・雨戸は閉め切り、人
が住んでいる様子がない。インターホンを鳴らすと
薄汚れた格好の男性が出てきた。Aさん本人である
ことが確認でき、胸をなで下ろす。姉のBさんが心
配していることを伝え、本人の状況を確認した。
これまでの状況を確認
　Aさんは元々四国の出身。出会い系サイトで那須
塩原市の女性と出会い、一緒に暮らすため那須塩
原市に来た。しかし、間もなく破局。当時仕事をして
いたが、人間関係のもつれから胃潰瘍を患い、退職。
それ以降、家で一人、お金もないまま生活している。
滞納によりライフラインが全て停止。しばらくお風
呂にも入っていないと言う。玄関の奥にはゴミ袋が
積まれているのが見えた。本人は「仕事をして生活
を立て直したい」と言うが、玄関先で足を小刻みに

弟を助けて…弟を助けて…弟を助けて…弟を助けて…
家族からの連絡「弟と連絡が取れない」。その背景で何が起きていたのか?

あなたは大丈夫ですか？

震わせ、やっと立っている状態。とても長時間の仕
事は難しいと思われた。
　Aさんから「まずは短時間の仕事をしたい」と。後
日、ハローワークの求人情報を届けに自宅へ行くが、
玄関先で「考えてみます」とだけですぐにドアを閉
められてしまった。その後も安否確認を含め、何度
も訪問するが、会えないことが度々。その都度、電話
でも連絡するが「会いたくない」とAさんの心のド
アは閉じたままであった。
ある日、事態が動き出す
　「大阪の姉のところへ行くことを決めた」とAさ
んから突然の電話。事情を聴くと「誰にも迷惑をか
けたくない」と、こちらからの声掛けにも姉の電話
にも応じず、一人悩んでいたと。そんな時、ふと「姉
が心配してくれている」との思いがよぎり、気付く
と姉に連絡をしていたとのこと。「心配だから近く
に住んでほしい」との姉の言葉に大阪
でやり直す決意をしたと話した。
最後に…
　このようなケースでは「仕事・お金」に目が行っ
てしまいがちです。しかし、Aさんは孤立や劣等感、
そして深い葛藤と戦い、疲れ果てていたと考えられ
ます。不安を抱えている人は自ら相談することがで
きない人がほとんどです。そのため、早期発見・早
期対応、そして支えてくれる身近な人たちが必要な
のです。

日赤会費のご協力ありがとうございます
日本赤十字社会費　中間報告

　今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年　月の赤十字運動月間を　か月延5 3
期して　月から開始しました。各自治会をはじめ、多くのみなさまにご理解とご協力を賜りま8
したことに心より感謝申し上げます。みなさまからご協力をいただきました日赤会費は、国内
外における災害救護活動や社会福祉事業に使われます。
　また、義援金につきましては、「令和　年　月豪雨災害義援金」（2021年　月31日まで）2 7 3
「令和元年台風第19号災害義援金」（2021年　月31日まで）「平成30年　月豪雨災害義援金」3 7
（2021年　月30日まで）「平成29年　月　日からの大雨災害義援金」（2021年　月31日ま6 7 5 3
で）「平成28年熊本地震災害義援金」（2021年　月31日まで）「東日本大震災3
義援金」（2021年　月31日まで）等受け付けております。みなさまからお預か3
りしました義援金は、日本赤十字社を通じて被災地へと届けられます。
　引き続き、日赤会費及び、義援金の趣旨をご理解いただき、日本赤十字社の活
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。

日赤会費　10,564,900円（令和　年11月30日現在）2
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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!

地域支え合い推進員地域支え合い推進員 　は見た!!!!!!!!!!!!見たは見たは見は見た!!!は　は見た!!!　は見た!!!
（西那須野公民館区担当）（西那須野公民館区担当）

　今回は、毎週日曜日に開かれている「こども夢くらぶ」（こども食堂）を紹介
します。地域の子どもたちと関わりのある民生委員、市の学習支援員、地域活
動に携わる方、また「こども夢くらぶ」の運営にご理解いただいている方々の
協力により活動が始まりました。最初の活動は昨年の3月29日（日）に永田区
公民館別館（西朝日町）で行われ、みんなでカレーライスを作って食べたり、宿
題や勉強、トランプなどのゲームと外遊びなどが行われました。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のために少しお休みしていましたが、
新しい生活様式を守り、西那須野公民館を拠点に昨年の8月から活動が再開されました。また、扇

寿司さんにはカレーライスを作っていただいています。
　運営に携わる中で、勉強したり、遊んだり、ご飯を食べたりと地域
のみなさんが楽しく交流していることや地域には家庭や学校以外に
も頼りになる方がたくさんいることを感じました。このような“地域
の居場所”はとても大切だと感じています。

介
活

シリーズ⑭

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。

新 活様式 守 、 那須
寿

の
も
の

　一般的に「福祉」という言葉から「困っている人のお世話をする」「助ける」というイメージがわ
きますが、それを「一方的に助ける」と捉えるのではなく、「お互いに助け合う」と捉えることが重
要になります。

（参考：「福祉教育ハンドブック」とちぎ版）

－コロナ禍活動－－コロナ禍活動－－コロナ禍活動－ 福祉教育を考えよう！福祉教育を考えよう！福祉教育を考えよう！

　福祉体験では、車いすの押し方や視覚障害者の案内の方法を学んだり、介護体験や疑似体験活
動が取り入れられています。主に小中学校などの「総合的な学習の時間」で行われることが多くあ
ります。
　福祉問題に興味や関心を持つ段階としてとても有効な手段となっています。やさしさや思い
やりといった精神性や価値観の育成に効果が期待されます。

～　福祉体験での学び　～

　体験活動は上述のとおり教育現場で行われることが多くありますが、その体験を踏まえ、障が
いをもつ方や高齢者と、どのようにコミュニケーションをとるといいかを考えることが大切です。
しかし、考えるための「振り返りの時間」を持つことが困難な場合が多いものです。
　そこで、地域における「まちづくり」や「世代間交流」などを、福祉体験からのつながりを意識
しつつ、共に生きる社会を実現するための担い手を作ろうという視点も持って行うことにより、
「お互いに助け合う」という「福祉」の価値観が形成される段階へとつなげることができます。

～　地域での学び　～

～　コロナ禍により　～
・学校での福祉体験もなかなか行うことができない…。　（学　　　　校）
・自治会等の「世代間交流」なども難しい…。　　　　　　（自 治 会 等）
・ボランティア活動も自粛せざるを得ない…。　　　　　（ボランティア）

？

このような時期だからこそ、学校・地域・ボランティアで連携し、一つの目
標を掲げた「福祉教育プログラム」を作る時間としていきたいものです。
このような時期だからこそ、学校・地域・ボランティアで連携し、一つの目
標を掲げた「福祉教育プログラム」を作る時間としていきたいものです。
このような時期だからこそ、学校・地域・ボランティアで連携し、一つの目
標を掲げた「福祉教育プログラム」を作る時間としていきたいものです。

弟を助けて…

あなたは大丈夫ですか？



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。

「福祉のお仕事就職フェア・冬（県域）」のお知らせ
日　時　令和3年2月20日（土）　午後1時～午後3時30分
会　場　とちぎ福祉プラザ（住所：宇都宮市若草1-10-6）
内　容　福祉の仕事に就きたい方と求人事業所との相談会。
　　　　福祉の仕事や資格の相談もできます。
対象市町　県内25市町
問合わせ　栃木県社会福祉協議会　福祉人材・研修センター
　　　　TEL　028－643－5622
　　　　FAX　028－623－4963

君島　匠
（在宅福祉課生活支援係）

10月から新たに職員となりました。
よろしくお願いします。

出題者：黒瀧　文さん

冬によく聞く言葉、読めますか ?

①注連縄　　　　②屠蘇　　　　③草石蚕　　　　④凩
⑤歌留多　　　　⑥火燵　　　　⑦成吉思汗　　　⑧御田

①しめなわ　②とそ　③ちょろぎ　④こがらし　⑤かるた　⑥こたつ　⑦じんぎすかん　⑧おでん

※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

《新任職員紹介》

難読漢字クイズ
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福福祉祉協協力力店店
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10月　日～11月30日までに、2 1
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
モトハウス・マツモト
㈲光雲荘
つどいの広場「ま～る」


