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年始のご挨拶

社会福祉法人鹿沼市社会福祉協議会
会長

池澤

光男

新年あけましておめでとうございます。
皆様にはお健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
制度改革に伴う定款改正後、新たな体制でスタートを切った
昨年、皆様には多大なるご支援ご協力を賜り、厚くお礼申し上
げます。
4月のふれあいフェスタでは、多くの参加者のもとボランティアの皆様と力を合わせて
連携を深めることができ、7月に市と共催した社会福祉大会では、地域福祉に貢献してい
ただいている方々や団体に感謝すると同時に、共に福祉社会の実現を期すための良い機会
となりました。
また、例年同様社協会費に加え、善意銀行や共同募金、そして生活困窮者を支援するフ
ードバンクなどには多くの方々から貴いご寄附とご尽力を賜り、改めて心より感謝申し上
げます。
今年は昨年から17地区社協と協働で取り組んでいる鹿沼市地域福祉活動計画の第3期
計画がまとまる予定です。これは次期5年間の各地区の活動指針となるもので、地域包括
ケアシステム構築のための生活支援体制整備事業も同時に進めながら、「心がふれ合い誰
もが安心して暮らせるまち」をめざし、今後も地域福祉をさ
らに充実させていく所存ですので、これまで同様ご支援ご協
力をよろしくお願い申し上げます。
本年が穏やかな年となること、そして皆様のご健勝とご多
幸を心よりご祈念申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただき
ます。

理事・評議員の異動のお知らせ

横尾武男理事の後任として関口正一氏が、平成29年11月10日に評議員会の決議の省略より理事に選任され、
平成29年12月11日の理事会において副会長に選定されました。
湯澤英之評議員の後任として鰕原一男氏が、平成29年11月15日に開催された評議員選任・解任委員会におい
て評議員に選任されました。
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高校生チーム「Team Can Do」がスタート！
第17回ふれあいフェスタ in かぬま（４月22日開催）に向けて高校生がブースの企画運営に取り組ん
でいます。どのようなアイデアをカタチにするのか楽しみです。皆さまの熱い声援と支援をよろしくお
願いします！

「手打ち式点字板を探しています」

点訳グループ
「桐」

手打ち式点字板について、以前、点訳講習な
どで使用したことのある方、または知り合いの方
でお持ちの方は、ぜひ私たちのグループに提供し
ていだたければ大変助かります。お心当たりの方
はご連絡ください。
よろしくお願いします。
【連絡先】代表 須田陽子

ご寄付（善意銀行）

TEL 75−3343

皆さまのあたたかいお気持ちを
ありがとうございます。
平成29年11月から平成29年12月受付

寄付金
.....................
・三上隆義様（11月～12月分）
7,000円 ・アトリエおーはし様................................. 10,000円
・鹿沼市民文化祭絵手紙展様...................... 28,768円 ・立正佼成会鹿沼教会・明るい社会
・宇都宮ヤクルト販売(株)様....................... 67,000円

づくり運動鹿沼協議会様....................... 100,000円

・鹿沼市ゲートボール協会様...................... 22,000円 ・大橋史哲様................................................... 5,000円
・清滝寺幼稚園ＰＴＡ一同様...................... 12,299円 ・大橋喜平様................................................. 10,399円
・太田エイ様.............................................. 100,000円 ・(株)安田測量様....................................... 100,000円
・歳末助け合いチャリティコンペ様.......... 50,000円
寄付物品
・五月女総合プロダクト(株)様.......... お菓子
（段ボール２箱）
指定の寄付
・五月女総合プロダクト(株)様からフードバンクへ......................................................... お菓子
（段ボール２箱）
・立正佼成会鹿沼教会・明るい社会づくり運動鹿沼協議会様からふれあいフェスタinかぬま実行委員会へ
................................................................................................................................................................ 100,000円
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24時間テレビより、 訪問入浴車両を寄贈いただきました！
この度「24時間テレビ」福祉車両申込により、訪問入浴車を頂きました。
全国から寄せられた貴重な寄付金をもとに、贈呈された車両を有効に活用
し、大切に使わせて頂きます。
高齢者（介護保険）や障がい者（地域生活支援事業）の福祉向上のために
訪問入浴サービス事業として、末永く活用させて頂きたいと思っております。
今後共訪問入浴サービスを宜しくお願いします。

訪問入浴介護サービスとは

自宅のお風呂に入ることが困難な方・寝たきりの方に、室内に専用の
浴槽を準備し、寝たまま入浴していただくサービスです。寝たままの入浴なので安心して楽に入れます。
介護保険あるいは介護保険に準ずる低料金でご利用になれます。日頃の生活の中で、大変なシーツ交
換のお手伝いもいたします。
詳しくは、担当のケアマネージャー、市役所または下記までお問い合わせください。
鹿沼市社会福祉協議会

介護・障がい福祉課在宅サービス係訪問入浴担当：大沢・長谷
TEL０９０－７２８８－１７７１

“飛び跳ねて喜んでくれるお子さんや家族全員で出迎えてくれたりと、心あたたまる時間を過ごすことができました。”
昨年12月13日～15日の３日間、
「サンタ DE メリークリスマス」を実施しました。
この事業は共同募金を財源とし、在宅の知的障がい児・者の自宅にサンタクロースに扮したボランテ
ィア（鹿沼中央ロータリークラブ・鹿沼市ボランティア連絡協議会）が、クリスマスケーキとメッセージ
カードをお届けするものです。
今年のサンタクロースは47軒訪問しました。
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の 活 動 紹 介
南摩地区 「南摩ふれあい農園収穫祭～１５ｔｈ」
12月２日（土）、南摩コミュニティセンターにおいて、南摩ふれあい農園収穫祭が開催されました。
当日は天候にも恵まれ、農園委員をはじめ、地元小中学生、老人クラブの皆さんなど、160人余りが参加しました。
南摩ふれあい農園は、田植え、稲刈り、収穫祭ができるまでの流れを体験し、大地の恵みを肌で感じることができる
事業となります。
市長をはじめ、地元中学生による餅つきは大いに盛り上がりました。できあがったお餅を、中学生がご高齢の方に
運んでいる姿に優しさを感じ、そういった優しい気持ちにさせてくれるのも、この事業の素晴らしさだと思います。
南摩ふれあい農園は、食べ物の大切さや人を思いやる気持ちを育む優しさあふれるイベントでした。

東部地区 「忘年会 inほっとサロンあさひ」
12月5日（火）、ほっとサロンあさひにて忘年会が開催されました。会場は東部地区の皆さんにはおなじみの
お寿司屋さん。豪華なご飯に会話も弾みます。平成29年はオカリナやハーモニカに合わせて歌ったり、手話や
漢字ドリルで脳トレしたりと、身体も頭も元気に楽しく活動しました。
あさひの皆さん、平成29年もお疲れ様でした！今年も元気に活動しましょう！

みんなでストレッチ！

ちょっとリッチなお寿司ランチ♥

西大芦地区 西大芦いきいきほっとホーム出張ほっとホーム開催
12月５日（火）
、鹿ノ入集会場にて、出張ほっとホームが開催されました。
この事業は、毎週２回、西大芦東生活改善センターにて開催されている、いきいきほっとホームを、各地区
の集会場や公民館等で、運営委員・援助員、各区の老人クラブ役員さん等の協力を得ながら年１回実施してい
るもので、本年度は４区で行われたものです。
普段は送迎等がないとなかなか行けない方も、ご近所の集会場であれば、歩いても参加ができるとあって、
毎回好評を得ています。
口腔ケア講座の後は、皆さんお待ちかねの援助員さん手作りのお昼を全員でいただきました。
食後は、体を動かすことを目的に、レクリエーションの健康ゲームで、参加者同士楽しく競い合いながら、
笑顔の絶えない時間を過ごされていました。

柴田副会長挨拶

口腔ケア講座

健康体操

健康ゲームで大笑い！

12月７日（木）、北犬飼コミュニティセンター調理室にお
いてそば打ち教室が開かれました。講師は「栃木のうまい
蕎麦を食べる会」の５名の方々です。
そば打ちは毎年の恒例行事となっており、今年は15名の
参加がありました。男性の参加者やはじめて参加された方
も多く、地域の交流の場にもなっていました。
教室のあとは、先生に打っていただいた美味しいおそば
と地域の食生活改善推進員による天ぷらが振舞われ、おな
かいっぱいに！自分で打ったおそばはお土産になり、「家族
と食べるのが楽しみ」「また参加したい」と好評でした。
こねるのが難しかったそば打ち
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地 区 社 協 等
北犬飼地区 そば打ち教室開催！ !

出来上がったおそば、いただきます！

認知症について頼りになる人

泰一 さん

第２号

交流処「石川村」 代表 深谷

Ｑ．深谷さんの活動について教えてください。

Ａ．本業はケアマネジャーですが、３年前に鹿沼市内外の介護職の勉強会「介護の和をつなぐ会」

を立上げ、そして上石川で高齢者サロン「石川村」を始めました。

Ｑ．なぜケアマネがサロンを立ち上げたんですか？

Ａ．
「介護の和―」の友人たちと、ある勉強会に参加し、そこで講師から「福祉は勉強するだけで

はなく実践すべき」と発破をかけられました（笑）
。自分たちにできることを考えた時に、友人か

ら「祖母が一人暮らしで心配なので、祖母の家を使ってもらえれば見守りにもなるし祖母も人が

来て喜ぶから」と提案されました。そこで友人の祖母のＮさんも一緒に参加できるサロン活動を
始めました。
Ｑ．石川村はどんなサロンですか。

Ａ．毎月第１・３木曜日に、Ｎさんの家でやっています。Ｎさんがかまどで炊くご飯をみんなで食

べます。Ｎさんは要介護認定を受けていますが、みんなＮさんのご飯を食べるのが楽しみで集ま

るので、こうなるとどっちが招かれているのか分からない（笑）。
Ｑ．石川村はどんな雰囲気ですか。

Ａ．近所にご飯を食べに来る感覚で来られます。介護サービスを使いたがらない人でも、ご飯を

食べるだけなら参加しやすい。スタッフは介護職が多いのですが、福祉的要素は極力出さないよ

うに、高齢者になにか教わるあんちゃんみたいな感じでいます。
Ｑ．認知症になったらどうしたらいいですか

Ａ．いろんな相談機関があるけれど、いきなりそういうところに行くのは抵抗が強いですよね。

石川村は、スタッフが本人や家族と付き合いながら、専門機関に繋いでいきます。

する側・される側ではなく、来る人にとって僕らは「よく顔を合わせる若い人」ですから、相談
もしやすくなります。

Ｑ．深谷さんにとって認知症はどんなイメージですか？

Ａ．これから高齢者の４人に１人は認知症になると言われています。こうなるともう特別な病気

じゃないですよね。年を取ると目が悪くなる、腰が曲がる、そして認知症になる。もう老化現象

の一つだと思います。だから、
「認知症の人」と一くくりにしないで、「〇〇さん」という一人の
人として尊重することが大切だと思います。
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昇降機改修工事のご案内
鹿沼市総合福祉センターに設置されている昇降機 ( エレベーター ) に
ついて、設置後30年が経過しており、メーカーの保守部品供給が停止
となったため、入れ替え工事を下記により行います。
年度末のお忙しい時期、センター利用の皆様方には、
大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほど、
よろしくお願い申し上げます。
記
工事期間：平成30年3月1日（木）
から3月30日（金）
※工事期間中のエレベーターの利用はできません。また、作業
にともない多少の騒音が予想されますので、会議室利用を一
部制限させていただきます。

工事内容：昇降機の入れ替え工事（凖撤去方式）
はなしの聴き方講座

「高齢者と会話がはずむ方法教えます！」

高齢者宅の訪問やサロンなど、高齢者との活動は、いかに話がはずむかがポイントです。
高齢者との会話のコツを学び、自分の活動や日々の生活に役立ててみませんか？
日
会
講
内
定
対

時
場
師
容
員
象

平成30年2月19日
（月） 13時30分～15時30分
総合福祉センター（鹿沼市万町931-1）
話の聴き方（傾聴）教室 傾聴ハピネス 代表 渡邊純子氏
講義と簡単なワーク
30名（申込み先着順）
傾聴ボランティア、高齢者サロンスタッフ、民生委員、介護職員など、
高齢者と会話する機会が多い方
受講料 なし
締 切 2月15日（木）

災害とペット講座

「地震だ！水害だ！ペットはどうする！？」

災害が起こったら、ペットはどうしたらよいでしょう？
避難所に連れて行けるの？なにを準備したらいいの？
家族同然のペットですが、いざという時になにをしたらよいかわからない方が多いでしょう。
この講座では、ペット（犬・猫）の災害時の同行避難について、初歩的な知識を学びます。
日 時 平成30年2月24日
（土） 14時～16時
会 場 菊沢コミュニティセンター（鹿沼市御成橋町2丁目2197－1）
講 師 ・ＮＰＯ法人アナイス代表 平井潤子氏
・鹿沼市危機管理課職員
定 員 50名（申込み先着順）
対 象 関心のある方ならどなたでも
受講料 なし
締 切 2月16日（金）
【お申し込み先：鹿沼市社会福祉協議会 地域福祉課地域福祉係

TEL：65−5191】

