
 

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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　コロナ禍で桜が綺麗な時期に外に出かけにくくて、
お花見を楽しめなかったという方も多くいると思いま
す。きれいな桜の写真を眺めてお花見気分の時間を過
ごしてください。　　　写真撮影：沼田直（東豊浦在住）
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令令令令令令令令令令令和和和和和和和和和和和　年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業計計計計計計計計計計年度事業計画画画画画画画画画画画33333333333
《基本方針》
　全国的に急速に進行する少子高齢化を背景に、地域のつながりが弱まっています。また、高齢者のみ
の世帯や単身世帯の増加などにより家庭の機能が低下したことで、「社会的孤立」や「制度の狭間」など
の課題が表面化しています。こうした中、地域福祉を推進する中核的な団体として誰もが安心して暮ら
すことができる福祉のまちづくりを使命とする社会福祉協議会の役割は一段と大きくなっています。そ
こで令和　年度は、子ども・高齢者・障がい者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、3
高め合うことができる「地域共生社会」の実現に向け、地域福祉活動計画を着実に進め、より一層地域
の課題や困難な福祉ニーズを解決すべく新たな仕組みを構築するなど地域の福祉力を高めるため全力で
取り組みます。
　また、コロナ禍においても地域福祉活動等を推進していくため、感染予防の徹底及びICT（情報通信技
術）を活用し、つながりを途切れさせないよう取り組みます。

令令令令令令令令令令令和和和和和和和和和和和　年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度予予予予予予予予予予算算算算算算算算算算予算　　　　　（単位：千円）33333333333
○収入

○支出

予算額勘定科目（大）
11,673会費収入

事
業
活
動
に
よ
る
収
支

2,812寄附金収入
191,998経常経費補助金収入
82,584受託金収入
3,544貸付事業収入
4,553事業収入
32,075介護保険事業収入
8,432就労支援事業収入

133,123障害福祉サービス等事業収入
946受取利息配当金収入

8,024その他の収入
31,544基金積立資産取崩収入

そ
の
他
の
活
動

に
よ
る
収
支

434積立資産取崩収入
5,638事業区分間繰入金収入
5,010拠点区分間繰入金収入
41,102サービス区分間繰入金収入
16,180その他の活動による収入
3,471前期末支払資金残高

583,143合　　　計

予算額勘定科目（大）
367,110人件費支出事

業
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動
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収
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11,878事業費支出
51,504事務費支出
8,432就労支援事業支出
3,544貸付事業支出
9,203共同募金配分金事業費
11,028助成金支出
150負担金支出

813ファイナンス・リース債務の
返済支出

施
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に
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22,911基金積立資産支出
そ
の
他
の
活
動

に
よ
る
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支

19,472積立資産支出
5,638事業区分間繰入金支出
5,010拠点区分間繰入金支出
41,102サービス区分間繰入金支出
12,920その他の活動による支出
12,428予備費支出
583,143合　　　計

《重点目標　》1
　地域のつながりを再構築し、地域の福祉力の

向上を目指します
　地域住民助け合い事業を軸に地域のつながりの再
構築を図り、地域の福祉力の向上を目指します。また、
地域の現状を踏まえ、地域住民の主体性を活かした
柔軟な組織（地区社協（協議体））づくりを目指します。

《重点目標　》　福祉教育を推進します2
　住民主体の原則にもとづき、誰もが社会参加でき
る地域づくりを目指して、ボランティア、学校、福
祉施設、当事者団体、NPOなど様々な関係機関との
協働により、地域を基盤とした福祉教育の啓発を推
進します。

《重点目標　》4
　本会への理解の促進と寄附文化の醸成に努めます
　ひとりでも多くの地域住民や事業所等に本会の活
動に対する理解を深め共に活動していただけるよう、
地域福祉事業やボランティア推進事業の充実を図り、
普通会員をはじめ、特別会員、施設会員の加入促進
に努めます。また、福祉基金などへの寄附につなが
るよう寄附文化の醸成に努めます。

《重点目標　》5
　行政とのパートナーシップを深め、地域福祉
施策の充実に取り組みます
　地域における深刻な生活課題などに対する体制整
備について、行政に協議や働きかけをすすめ、地域
福祉施策の充実に取り組みます。

《重点目標　》　福祉サービスの充実を図ります3
　職員一人ひとりの専門性を更に高めていくとともに、
地域住民、関係機関及び本会が実施する様々な事業
などと連携を深め、要支援者などが地域において自
立した生活を送ることができるよう支援します。また、
複合的な課題を抱える世帯などに対して分野横断的
かつ包括的に支援する体制の構築を目指します。
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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12月　日〜令和　年　月28日寄附分2 1 3 2
〔（　）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〕

福祉協力店の募金箱（8件）  27,693円
しおがまカフェ／株式会社タカダ／日藤自動車工
業有限会社／ふるさとにしなす産直会／那須石油
／釜彦／有限会社三鈴堂／ぴっころもんど
このお金は福祉基金に繰り入れられます

　新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化する中、昨年　月から令和　年度の社会福祉協議会7 2
の会員加入のお願いをしたところ、自治会をはじめ多くのみなさまのご協力により、普通会費・
特別会費・施設会費をあわせ 12,146,900円となりました。
　会費は、地域福祉事業を支える大切な財源です。令和　年度の募集も　月か3 5
ら始まりますので、ご協力よろしくお願いします。
特別会員（法人事業所）　　件　敬称略・順不同8
【15,000円】㈱むつみコーポレーション　　【6,000円】（医）修英会中川医院
【 3,000円】㈲朝霞エレクトロ／㈲石川商店／釜彦／㈱ゼニス
　　　　　 　 ㈲東那須ゴルフ練習場／中華料理清華

　交通遺児基金へ
26,000円（13回目）ブリヂストン栃木地区安全衛生協力会
50,000円（34回目）ブリヂストン労働組合栃木支部
3,000円（76回目）那須塩原フライングディスク協会
10,000円（1件）匿名

　福祉基金へ
9,371円（3回目）那須森の押花倶楽部
510円（1回目）大山3B体操

6,610円（3回目）那須塩原市グラウンドゴルフ協会西那須野地区
5,626円（3回目）ふるさとにしなす産直会
50,000円（2回目）栃木県立大田原高等学校生徒会
30,000円（9回目）三川和洋
4,320円（1回目）西赤田7班協賛会
10,000円（2回目）藤田正夫
5,000円（1回目）黒磯新建材㈱・㈲アルミック社員一同
1,198円（21回目）スターライト友の会
63,950円（16回目）株式会社創建
5,000円（4回目）山三茶店
10,000円（1回目）日本キリスト教団西那須野協会
5,000円（3回目）株式会社ケンサイ
2,544円（17回目）株式会社伊藤園那須支店

123,992円（7件）匿名

　善意銀行へ
50,000円（15回目）元塩原ロータリークラブ

お米85キロ、他食料品等272点（13回目）西那須野商工会女性部
缶詰54個（1回目）特別養護老人ホーム あじさい苑
3,000円（7回目）扇寿司
車いす1台（3回目）株式会社野田新聞販売
菓子4箱（124回目）ZAPP黒磯
雑巾85枚（5回目）栃木県立那須清峰高等学校家庭クラブ
ポット1台（3回目）点訳サークルでこぼこ

シトラスリボン370個（2回目）黒磯地区婦人会
コットンマスク190枚（3回目）東レ株式会社 那須工場
食料品4点（1回目）稲村　有子

食料品等106点（5回目）西那須野ロータリークラブ
食料品等53点（3回目）公益社団法人大田原法人会 株式会社ナス・コーポレーション
タオル98枚（4回目）西赤田7班協賛会
50,000円（7回目）西那須野ライオンズクラブ
タオル200枚（1回目）JAなすの女性会塩那地区みどり会
食料品等471点、米20キロ（4回目）西那須野幼稚園保護者・職員
10,000円（2回目）西那須野幼稚園
お菓子1箱（64回目）ガイアらくらく館黒磯店
20,000円（16回目）心美会

ベビー服等20点、紙おむつ6袋他（16回目）八木沢ふみ子
介護用品18点（1回目）坂内　綾子
お菓子15箱（124回目）ZAPP西那須野
食料品29点、米30キロ（5回目）特別養護老人ホーム栃の実荘
紙おむつ等6箱（1回目）常盤三男
車いす1台（15回目）コーヒーカップ＆虹の会
食料品6点（1回目）瀬谷　純

手作りマスク12枚（4回目）JTGY那須支部
雑巾等143枚（5回目）宇野アサ子
菓子11箱（202回目）ニラク大田原加治屋店

タオル240枚（16回目）森永牛乳県北ミルクステーションD＆H
匿名（10件）

コーヒーカップ＆虹の会 様

30,000円、お米107キロ、食料品34点、、
タオルケット4枚、手づくりマスク100枚、靴下9足

西那須野ライオンズクラブ 様那須清峰高等学校家庭クラブ 様 ブリヂストン労働組合栃木支部 様 ㈱野田新聞販売 様 西那須野商工会女性部 様

令和　年度社会福祉協議会会費のご協力ありがとうございました。2
（令和　年12月　日〜令和　年　月31日受付分）2 1 3 3

車両寄付　スバルプレオ　台1
栃木県生命保険協会

栃木県生命保険協会 様大田原高等学校
生徒会 様
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令和　年度2 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

　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。

○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
6,590,0408,807,820戸別募金

01,922,392法人募金
20,00053,000学校募金

0174,281職域募金
039,999募金箱

89,00062,300団体・個人等
016,307自動販売機
047預金利息

1,831,6430令和元年度繰越金
8,530,68311,076,146合　　　計

○歳末たすけあい募金　配分実績
備　考配　分　額配　分　先

140世帯208人2,648,000困窮世帯
134施設3,967人1,983,500福祉施設
特別支援学級83人41,500手をつなぐ親の会
814人へ煎茶を贈呈814,000ひとり暮らし高齢者

134,281事務費
2,856,002令和3年度へ繰越
8,477,283合　　　計

（単位：円） （単位：円）

≪団体・個人等≫
大和ハウス工業㈱/田口三知子/西那須野地区婦人会/認定こども園西那須野幼稚園/バリアフリー総研

≪法人募金≫
【30,000円】松本興業㈱
【20,000円】（医）新藤歯科医院/㈲和泉設計/（福）清幸会/黒磯いずみ幼稚園認定こども園保護者会
【15,000円】㈱むつみコーポレーション
【10,000円】㈲小池組/塩原温泉旅館協同組合/㈱那須技研/㈲カントー/那須野農業協同組合/㈱KMク
リニック/（医）ふじおか内科小児科/㈲リモコン電機/㈲相馬運輸/㈱佐藤光機製作所/雲照寺/新生酪農㈱/
日本プレーテック㈱/㈲扇屋建設/㈲中屋金四郎商店/㈲新井衛生社/グリコマニュファクチャリングジャパン
㈱那須工場/㈱永山木材/北関東環境開発㈱/（福）あいのかわ福祉会/㈲戸崎会計事務所/特別養護老人
ホーム那須友愛苑/㈲水工技研/㈱ナカリュウ/㈱サンリッチスズキ/㈲塚田鉄工/㈱トープラテクノ/再生工房
オール装建/㈱渡辺美智雄経営センター/黒磯観光タクシー㈱/㈲藤原設備/㈲本多自動車修理工場/㈱八
木沢自動車販売/前田電設㈱/㈲進和建設工業/那須ヘルスセンター㈱/㈱創建/大和田税理士事務所/㈱
大森/㈲小林農産/㈱大鹿建設/栃木トヨタ自動車㈱西那須野店/㈱ウィルフーズ/電源開発㈱水力発電部東
日本支店沼原事務所/㈱山木屋/ケアハウス夏の楓/㈱バンテック/㈲橋本家畜診療所/㈲那須アカデミー牧
場/㈱テクノ産業/㈱ユニテク/㈱相互企画/㈱和光/㈱ムロイハウジング/日清丸紅飼料㈱総合研究所/

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。5,259,000A募金配分
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。5,745,946B募金配分

○赤い羽根共同募金　配分使途 （単位：円）

◇赤い羽根共同募金寄附者（敬称略・順不同）

≪職域募金≫
㈱栃木銀行/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/（福）那須塩原市社会福祉協議会

◇共同募金活動協力店舗（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OTANI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/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/ツルハドラッグ那須塩原島方店
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二宮木材㈱/㈱真田ジャパン/（特非）バリアフリー総研/㈲黒磯製作所/㈱大向電設/㈱那須環境技術セン
ター/㈲アカネ電気工事/金井運送㈱/那須塩原市商工会塩原支部/㈱那須板金工業/㈱ユニオン電子/㈲
那須クリーン/フルヤ工業㈲/司法書士平山明/ミツヤ送風機㈱那須事業所/特殊精機㈱/（特非）障害児・
者トータルサポートセンター空/㈱江連電機/（福）悠々の郷/㈲熊田工業/㈲小室建設/栃木県北アスコン
㈱/虹ヶ丘認定こども園/小野岡塗装㈱/㈲川崎屋運送/川崎屋商事㈲/㈲デイリーダイレクト/㈱谷黒組/
㈱塩那森林サービス/㈲近代ビルサービス/㈱ウエタケ/㈲大金電機商会/㈱那須ビジョン/富士発條㈱/
㈲那須金属/コスガ車輌整備/㈲マルミ工芸/㈲常盤鋼業所/（医）修心会さいとうクリニック/㈱杉山広告
社/㈱ダイユー/㈲宅老所永寿庵/㈲塚下自動車整備工場/（一社）心桜福祉会/石川建設㈱/長谷川建設㈱/
那須自動車学校/金子メディックス㈱/㈱赤川索道/㈱ユーユー商会/小出チップ工業㈲/㈲大島建設/白
河井戸ボーリング㈱/㈱黒磯ショッピングプラザ/栃木日産自動車販売㈱那須塩原店/㈱フケタ設計那須
営業所/東亜警備保障㈱/大阪シーリング印刷㈱/㈲ポート・ワン/㈲チキンハウス/㈲渡辺製麺所/㈲栃和
/（福）太陽の里福祉会/㈲北部工業/チューナー㈱那須工場/深谷建設㈱/㈲まじま荘/乃木神社/㈱交通建
設栃木支店/㈲栃木北部運送/㈱星野アルミ建材/NECプラットフォームズ㈱/㈱生駒組/㈱アイ電子工業
/㈱キャル/セキ工業㈱/㈱マルタカ産業/㈱ファミリーエクスプレス/㈱アート工測/㈱塩原屋/㈲那須総
合防災センター/三報社印刷㈱N．I．C/㈱ブリヂストン北関東生産本部/㈱半田設計事務所/㈱星古物店/
㈲ライフサポート遊歩/㈱HOWA栃木/（医）湘風会/コウキュウ建設㈱/日藤自動車工業㈲/釜彦/あけぼ
のこども園/㈱アローテックス/那須塩原市商工会箒根支部/㈲那須緑地/㈲俊電社/㈱シマミツ/大島早
苗税理士事務所/㈲荒井モータース/㈲KPEC/㈱久保重機建設/（医）渡部医院/㈱ニッパンエンジニアリ
ング栃木/（医）聖慶会せきぐち歯科医院/大村紙業㈱/㈲石沢モーターワークス/㈱アルファ/㈱那須電設
/㈱泉谷興業/（医）修英会中川医院/㈱イフアンドリブ/相談支援事業所テトテ/㈲柿崎重機興業/（福）誠
心会特別養護老人ホーム那須順天荘/㈱佐藤設備
【5,000円】那須車輌整備㈱/アースプラン㈱北関東営業所/㈲相馬自動車商工/おこの味亭/（社）エルム福
祉会/㈲玉木商店/中江歯科医院/植木労務管理事務所/㈱クリエートインターナショナル/鏑木電気工事㈲/
日瀝道路㈱県北営業所/㈲鈴川商店/㈱高林精機製作所/㈲ぴっころもんど/㈱TAKKさくらハウス/マテック㈱
【3,000円】㈱足利銀行黒磯支店/㈲白塩舎/㈲多摩装美社/ソルテック工業㈱/高塩技研工業㈱/㈱足利
銀行塩原支店

令和　年度日本赤十字会員増強運動が始まります！3

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

東那須野地区婦人会  10,000円秋元　洋子  10,000円

令和　年　月2 7
豪雨災害義援金

法眞寺  10,000円生出　豊（　回）  20,512円4
匿名  4,728円榊原　庄七  2,500円
本会募金箱  13,839円㈲橋本家畜診療所  100,000円

東遅沢むらおこし協議会  10,000円
和久  2,360円東日本大震災義援金

令和　年度「日赤会費」及び「義援金」のご協力ありがとうございました。【令和　年度　最終報告】2 2
○日赤会費　　10,915,900円
○日赤義援金　　 183,939円 令和　年　月31日現在　（敬称略）3 3

◇歳末たすけあい募金寄附者（敬称略・順不同）  円円円円円円円令和　年10月　日〜令和　年12月31日2 1 2

≪団体・個人等≫
NECプラットフォームズ労働組合福島支部/田口三知子/認定こども園西那須野幼稚園/ボッシュマ
ネージャーズクラブコスモス会

　日本赤十字社では、毎年　月の「赤十字運動月間」にあわせて、「赤十字会員増強運動」を5
全国で展開しています。みなさまからご協力いただいた会費は、国内外における災害救護活
動や社会福祉事業などに使わせていただきます。
　今年度もみなさまのご理解とご協力をよろしくお願いします。
　日本赤十字社の「協力会員」とは、赤十字の人道的な活動に賛同し、目安として年額500
円以上の資金協力をしていただく方のことです。個人・法人を問わず、どなたでも会員にな
ることができます。赤十字事業の原動力であり、組織の根幹をなすもので、日本赤十字社で
は一人でも多くの方に会員になっていただけるようお願いしています。
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Vol.⑮

どのような人が対象なの?

一緒に悩み、一緒に考えて一緒に悩み、一緒に考えて一緒に悩み、一緒に考えて一緒に悩み、一緒に考えてその不安をその不安を あなたに寄り添った
支援を行います。
あなたに寄り添った
支援を行います。

人と上手く話せない…
カードの返済が
終わらない…

仕事が
見つからない…

仕事で失敗ばかり…

○「社会参加が不安」「人とコミュニケーションが上手く取れない」など、
　仕事の不安、日常生活の不安について、お話を聞きます。
○今、抱える問題を整理し、それぞれの状況に応じた支援プログラムを一緒に考えて
　いきます。　（例）ボードゲーム、パソコン、ビジネスマナー講座、農作業など…

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

仕事や生活、地域との関係など、さまざまな不安や問題を抱えている方は、
どなたでも相談に応じます。

どのような支援をしているの?
①最初の相談は、本人や家族、近所の方についてなど様々です。まずは、お困りの
　こと、相談したいことのお話を聞かせていただくことから始まります。
②定期的な面談や家庭訪問、必要に応じて関係機関に繋ぎます。
　その方の困りごとに寄り添い、一緒に考えながら進めて行きます。
　（例）関係機関（ハローワークや市役所等）への同行
　家計改善支援や就労準備支援事業との連携
③本人の「自己決定」を応援していきます。

就労準備支援

自立相談支援
○家計の状況について、お話を聞きます。
○失業や借金など根本的な課題を明確にし、相
談者自ら家計管理できるように支援します。

○連携する事業所への
同行支援を行います。

　（例）借金相談

　　　弁護士相談など

家計改善支援

⇒

生活困窮者
自立支援
事業から

その不安…話してくれませんか?その不安…話してくれませんか?その不安…話してくれませんか?その不安…話してくれませんか?

○現在の生活状況について、お話を聞きます。
○相談の内容に応じ、1人ひとりに合わせた
プランを作成し、制度や事業などのサービ
スに繋げます。
○連携する事業所への
同行支援や、アウトリ
ーチ（自宅への訪問）
を行っています。

私たちがお話を
伺います

令和2年10月
スタート！
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一緒に悩み、一緒に考えて

その不安…話してくれませんか?

－コロナ禍活動－－コロナ禍活動－－コロナ禍活動－リモートでいきますか!リモートでいきますか!リモートでいきますか!
　新型コロナウイルスの感染拡大の収束が見えず、高齢者施設等ではまだまだボランティアの方
と直接会って交流することが難しい状況が続くと思われます。
　利用者の方へ演奏やダンス、手品等の特技をオンライン（ZOOM）で披露するボランティア活
動を調整していきたいと思います。
　オンラインを通じ、特技を生かして、笑顔や元気のキャッチボールを
していきましょう！

～　ボランティア活動　withコロナ　～

問合せ：ボランティアセンター本所　0287－47－6700
　　　：ボランティアセンター黒磯　0287－73－0073

・センターで今までどおり施設からのボランティア依頼を受け付けます。
・リモート環境の調整をセンターにて行います。
　※施設側のパソコン利用についてはご協力をお願いします。
　※プロジェクターやスクリーンについては相談にのります。

手探りの状態ですが、ボランティアさんや施設の方々と一緒にコロナ禍での
活動を作っていければと考えております。
手探りの状態ですが、ボランティアさんや施設の方々と一緒にコロナ禍での
活動を作っていければと考えております。
手探りの状態ですが、ボランティアさんや施設の方々と一緒にコロナ禍での
活動を作っていければと考えております。

マスクをつけられない理由がありますマスクをつけられない理由があります

　新型コロナウイルス感染予防のため、「マスクの着用が当たり前」の新し
い生活様式が定着してきています。しかし、地域で暮らしている人の中に
は、外見ではわからない障害や病気によりマスクを着用できずに困ってい
る方たちがいます。

　大きな音や強い光で気分が悪くなったり、服の縫い目で刺
すような痛みを感じたりする、いわゆる「感覚過敏」のある人
は、外部からの刺激に過敏に反応してしまい、日常生活に困
難が生じます。だけど、周囲からはわかりにくいため、わがま
まや我慢が足りないと誤解されがちです。

　マスクを付けない人を見たときに、すぐに否定的、排除的に接するのではなく「何か理由がある
のかもしれない」と想像することも「新しい生活様式」の一つになれると良いですね。

・ボランティアさんとセンターでリモートする場所（演じる場所）の相談をしていきます。
・センター内でも演じていけるようにも考えています。
・演者の人数等についてはその都度相談していきましょう。

障害のある人もない人も幸せに暮らせる共生社会のためにみんなに知ってもらいたいこと障害のある人もない人も幸せに暮らせる共生社会のためにみんなに知ってもらいたいこと障害のある人もない人も幸せに暮らせる共生社会のためにみんなに知ってもらいたいこと障害のある人もない人も幸せに暮らせる共生社会のためにみんなに知ってもらいたいこと



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　文さん漢字とひらがなを線でつないでね !

①草蘇鉄　　②蕨　　③蓬　　④独活　　⑤偬の目　　⑥芹　　⑦土筆　　⑧筍

わらび　　こごみ　　たらのめ　　よもぎ　　せり　　たけのこ　　うど　　つくし

①草蘇鉄（こごみ）　②蕨（わらび）　③蓬（よもぎ）　④独活（うど）　⑤偬の目（たらのめ）
⑥芹（せり）　⑦土筆（つくし）　⑧筍（たけのこ）

※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

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!

川島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地域支え合い推進員地域支え合い推進員 　は見た!!!見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!!!
（東那須野公民館区担当）（東那須野公民館区担当）那須野公民館区担（東那須野公民館区担当）（東那須野公民館区担当）

　大原間給食サービス「ひまわり」は、平成25年より、月に1回、80歳以上の高
齢者宅へ見守りを兼ねてお弁当を届けています。
　「自治会内の高齢者の安否を確認していきたい」との、五江渕代表の熱い思い
に賛同した方々で始まりました。
　メンバーは常に前向きに、次はどうするか?など話し合いをしながら活動し
ています。このコロナ禍でも、高齢者の安否確認は緊急かつ重要度が高いと考え、
それぞれが細心の注意を払いながら、その都度、除菌をしてお弁当を手渡してい
ます。
　また、毎回お弁当の上紙や誕生日カードなどを心を込めて作り、それを渡して
います。
　コロナ禍の中、緊急性の高い活動ということで、公民館のご厚意により継続し
ています。

シリーズ⑮

百歳体操の様子

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。
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