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働きたくても働けない…家賃が払えない…など悩みをご相談ください。
生活に困っているけど
相談する相手がいない。

困

失業中で職を探しているが、
ひとりでは見つからない。

り

ご

と

失業し、
家賃が払えなく
アパートに住めなくなる。

収入はあるけど、
毎月家計が
赤字で生活が苦しい。

定期的に訪問し、傾聴しながら
寄り添った支援を
します。

支

ハローワークに同行し、
相談者の状況に応じた
支援をします。

援

方

要件はありますが、
求職活動を支援しながら
家賃相当額を支給します。

お願い！ 市内の企業や、
社会福祉法人のみなさま！
のぞみの相談者の中には、長期間離職しすぐに
は就労ができない方もいます。そういった方々
への支援に関心を持っている方は、ぜひご連絡
ください。

法
家計状況を聞き取り
ながら、相談者と一緒に
支払方法などを
検討します。

ひとりだと思っていた・
・
・
・
﹃のぞみ﹄
がいた︑
地域で支えてくれる人がいた！

生活・相談支援センター『のぞみ』です。

市役所 新館２階 24番窓口 のぞみ
TEL：63−2167
本人からでも、家族や周りの心配をしている方
からでもご相談受けます。電話でも来庁でも訪
問でも！
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佑司 さん

認知症疾患医療センター

認知症について頼りになる人

上都賀総合病院

専従ソーシャルワーカー 松本

認 知 症 へ の 関 心 は 年 々 高 ま っ て い ま す が、 い ざ と な っ た ら ど う し た ら よ
いのかわからない人も多いのでは？
今回は、認知症の治療を専門に行う上都賀病院の認知症疾患医療センタ
ー（以下「センター」）の松本さんにお話を聞きました。

Ｑセンターではどんなことをしていますか？
Ａ初めて受診された方には、これまでの生活や、現在困っていることなどお伺いします。
簡単な認知症の検査も行い、必要があればＣＴやＭＲＩを撮ります。認知症と診断され
た場合、介護サービスを紹介したり、認知症の進行を遅らせる薬を出すこともあります。

Ｑどんな人が相談に来ますか？
Ａまだ診断されていない方の相談はもちろん、介護サービスを利用されていたり、症状
が進行された方の受診もあります。

Ｑセンターを受診するにはどうしたらよいですか？
Ａかかりつけ医に相談して、紹介状を書いてもらってください。状況を伝える事に不安
のある方はご家族等が同席いただくことをお勧めしています。センターに初めてかかる
時には、紹介状の他に、本人のこれまでの生活や、心配なことなどをまとめてきてくれ
るようにお伝えしています。

２１８６

午後２時～４時

鹿沼市万町931－１【開設日】12月６日・１月10日・２月７日・３月７日の水曜日

バリアフリー
心の段差も
ない町へ

南押原中学校
津田小学校

大翔
２年

５年

渡辺

北犬飼中学校
みなみ小学校

宝物
彩音

２年

５年

板荷中学校 ２年

西坂

西中学校

北押原小学校

思いやり
目には見えない

板荷小学校 ６年

西中学校

１年

４年

玲那
来幸

１年

中学生の部優秀賞

東中学校

東中学校

粟野小学校
みなみ小学校

Ｑ認知症のことが心配になったら、どこに相談すればいいですか？
Ａまずはかかりつけ医の先生にお話をしてください。もしかかりつけ医がいない場合は、
地域包括支援センターや当センターにご相談下さい。

℡ ６４

Ｑ松本さんは、「ラン伴」というイベントも開催されましたね。
Ａラン伴は認知症への理解を深めることを目的に全国各地で行われたイベントです。今
年は「入口は認知症、出口はまちづくり」をテーマに栃木県内９エリアにて取り組み、
鹿沼エリアでは今回が初開催となりました。イベントを通じて認知症の方と支える方を
応援、地域住人も認知症への理解が深まる、認知症になっても活躍できる町づくりのき
っかけになってほしいです。

上都賀総合病院 認知症疾患医療センター

認知症サポーター養成講座のお知らせ

−

「認知症サポーター養成講座」は、認知症の症状や対応方法について、正しい知識
を深めるための講座です。各種グループ・団体を対象に出前講座を行っています。
開催を希望する方はお気軽にご連絡ください。
鹿沼市高齢福祉課 ℡ ６３ ２１７５
−

中学生の部優秀賞

楓
海里
心路
直人
茜

６年

渡辺
大塚
鈴木
柳下
髙野

みどりが丘小学校 ５年
４年

輝本 真季
松島 楚來
齋藤 凜子
矢野 真心
鈴木さくら子
北押原小学校

３年
４年

小学生の部優秀賞

東小学校

樹
美月
拓海
秀斗
菜摘
南摩小学校

山荷
染谷
髙山
髙木
多田
１年

北押原小学校

菖
東中学校

矢野
1年
５年

大島

沙弥
みなみ小学校

福祉標語の部
ポスターの部

最優秀賞（中学生の部）
最優秀賞（小学生の部）
最優秀賞（中学生の部）
最優秀賞
（小学生の部）

福祉標語・ポスター審査結果
平成29年度
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鹿沼でも「子ども食堂」オープン!
全国的に広がりを見せる子ども食堂が、10月より鹿沼に
グランドオープン致しましたのでご紹介致します。
「子ども食堂」は、子どもや高齢者が安心して
食事やおしゃべりが楽しめる地域の居場所です。
子どもはもちろん、どなたでもご利用できます。
〇森のこびと （仁神堂町344−1）毎週月曜

℡ 0289−78−4188

〇ひまわり食堂（千渡1766−18）毎週水曜
・開店時間
・利用料金
・代
表

℡ 080−6795−0504

18：00〜20：30
子ども（6歳〜18歳）300円
石川能伴さん

森のこびとに市長も来店

大人500円

6歳未満無料

「寄付金を活用してほしい」
「物品を寄付したい」など、みなさまからの善意のご寄付をボランティア団
体の活動援助金や市内小中学校に助成金として活用させていただくことで、地域福祉の推進等に役立て
ています。

皆さまのあたたかいお気持ちをありがとう

ご寄付（善意銀行）

平成29年6月から平成29年10月受付（敬称略）

寄付物品
寄付金
・たのしく踊ろう会よさこい鹿沼............... タオル84本
............................. 26,000円
・三上隆義
（122回〜130回）
・第一生命保険(株)鹿沼オフィス................ タオル40本
・鹿沼市体育協会 北犬飼支部ゴルフ部........... 35,008円

.................. 27,585円
・かぬまっち実行委員会
（晃南印刷）
指定の寄付
.
...................................
・鹿沼木工団地協同組合
200,000円 ・匿名から災害ボランティア「チームかぬま」へ...........10,000円
・(株)安田測量....................................................100,000円 ・芋の会からやまびこ荘へ.............. お菓子、スポーツドリンク 他
・東部台地区コミュニティ推進協議会.............. 12,013円 ・芋の会から東京愛隣会・社会福祉協議会へ....................... 車イス
・鹿沼市民ホール 緑ヶ丘邸.............................. 10,000円 ・１円の達人鹿沼店からフードバンクへ.... お菓子（段ボール２箱）
・鹿沼市グラウンドゴルフ協会.......................... 15,800円 ・五月女総合プロダクト(株)からフードバンクへ... お菓子（段ボール２箱）
※寄付金はボランティア団体や学校への助成金として活用されます。

善意銀行より学校助成配分金を交付しました !

鹿沼市社会福祉協議会では、皆様からの寄付金を活用して、学校助成配分金を交付しております。
本年度も運営委員会の審査に基づき、下記の12校へ合計569,000円を交付しました。
No

学

校

名

活

動

内

容

交

付

額

1 東小学校

社会貢献活動
（環境美化・緑化）

98,000円

2 北小学校

福祉体験学習
（手話・点訳・障がい者について学ぶ）

65,000円

3 津田小学校

福祉体験学習
（高齢者・障がい者について学ぶ）

47,000円

4 さつきが丘小学校 福祉体験学習（障がい者について学ぶ）・社会貢献活動（ベルマーク、ペットボトルキャップ回収） 89,000円
5 板荷小学校

地域・高齢者との交流
（施設訪問・伝承遊び）

33,000円

6 南摩小学校

福祉体験学習
（手話・点訳・障がい者について学ぶ）

35,000円

7 上南摩小学校

高齢者・障がい者との交流
（手話・点字・施設訪問・伝承遊び）

27,000円

8 粟野小学校

福祉体験学習・地域・高齢者との交流

39,000円

9 清洲第一小学校 福祉体験学習（手話・点訳）
・高齢者との交流（伝承遊び）

30,000円

10 板荷中学校

高齢者との交流活動（施設訪問）

28,000円

11 南摩中学校

幼少者・高齢者との交流活動（施設訪問）・ボランティア活動（清掃活動）

32,000円

12 粟野中学校

地域ボランティア活動
（環境美化活動）
・高齢者との交流活動

46,000円

酒害相談所開設！！～市民参加の断酒例会です。
お気軽にお越しください！～ 会場：鹿沼市総合福祉センター
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菊沢きずなプロジェクト

「親子でコミキャン！楽しく防災＆避難所宿泊体験！」
⬇新聞紙で
スリッパ作り

リーダーの小林さんに話を伺いました。

リーダーの小林さん

今年もやってきました菊沢地区のコミキャン！小学生を中心とした親子が参加して防災キャンプが行われました。
避難者となった家族や友達が自分たちで協力し合って避難所の運営に取り組み、ダンボールを使ってプライベートスペースを作
って避難所の宿泊体験をしました。また、新聞紙でスリッパを作ったり、ペットボトルでランタンを作ったり楽しく防災について
学ぶことができました。

⬆コミキャンの
参加者全員で！

Ｑ：防災体験を始めたきっかけは何ですか？
Ａ：２年前の鹿沼の水害がきっかけです。
どこが避難所なのか問い合わせがあったり、実際
⬆ペットボトルで
⬆親子で避難所
に避難誘導をしていても８割位の方が避難しなく
ランタン作り
宿泊スペース作り
ても大丈夫という意識でした。防災意識を高めることが地域の課題
だと強く感じたことです。
Ｑ：どのような方に参加してもらいたいですか？
Ａ：まずは大人の方ですが、お子さんと一緒に防災を学んでもらいたい
と思います。家族で防災が身近になってもらえたらよいですね。
Ｑ：これから地域がどのようになってもらいたいですか？
Ａ：災害時、隣同士で声を掛け合って避難する地区もありましたが、そう
でない地域もありました。
これからはもっと多くの地域でつながりが強くなってもらいたいと思います。
Ｑ：テーマやＰＲはありますか？
Ａ：地域防災と地域のつながり・支え合いです。できるできないと初めから決めてしまうより、どうしたらできるのか工夫することが大切だと思います。

加蘇地区高齢者サロン 「エリザベス」 のご紹介！
スタッフさん
大募集！

加蘇地区では、毎月第２木曜日の13時から70
歳以上の方を対象に、健康体操やカラオケなど、
季節に合わせたイベントを開催しています。
スタッフが心を込めて作った料理を食べなが
ら、楽しい時間を過ごせる場所になっています。
また、そんな楽しい場所をつくるスタッフさ
んも随時募集しています。
少しでも興味をもたれた方は、一度、足を運
んでみてはいかがでしょうか？
場所：上久我第一自治会館
開催日時：毎月第２木曜日（13時から） お問合せ先：090－7700－1526
（代表：大貫秀利）

中央地区シニアライフみまもり隊総会
11月５日（日）、鹿沼市総合福祉センターにおいて「中央地区シニアライフみまもり隊総会」が開催されました。当日は関係者
総勢約70名もの多くの方が集まり総会を実施し、隊員により事例発表を行いました。また、鹿沼市保健福祉部介護保険課 渡辺課
長補佐による「介護保険制度について」の記念講演等も行われました。
事例発表や記念講演等を通し、高齢者が安心して暮らせるよう活動している地域の方々の思いや繋がりの大切さを改めて感じる
ことができた総会でした。

「第3回 東大芦ふれあいフェスタ in 出会いの森」
10月29日（日）、出会いの森総合運動公園において「第3回東大芦ふ
れあいフェスタ in 出会いの森」が開催されました。
当日は台風接近に伴う悪天候のため、メインステージやプログラム
のタイムスケジュールを変更しての実施となりました。しかし、この
悪条件の中でも「くぐつ」による東大芦特別バージョンの人形劇はお
客さんの笑いを呼び、素晴らしいステージとなりました。
また、Diamond の息が揃ったコンビネーションヒップホップダンス
で会場は盛り上がり、台風を吹き飛ばすような1日となりました。

北押原地区敬老会
10月22日（日）、北押原中学校体育館において、北押原地区の
敬老会が開催されました。当日は台風接近に伴う悪天候でしたが、
招待者や地域の方が多数会場に足を運び、長寿を祝うとともに吹
奏楽や歌謡・民謡ショーを楽しみました。

鹿沼市万町931－１【開設日】12月６日・１月10日・２月７日・３月７日の水曜日

午後２時～４時
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地 区 社 協 等
板荷地区敬老会並びに高齢者交流会
10月11日（水）、板荷小学校体育館において、敬老会並びに高齢者交流会が開催されました。毎年、板荷中学校の生徒が高齢者の
おもてなしをしています。敬老会式典では、長年地域
に貢献されてきた高齢者に感謝の言葉が贈られました。
その後に行われた高齢者交流会では、地域の子供た
ちによる発表と交流が行われました。子供たちと高齢
者がともに笑顔でふれあう、とても温かい交流会とな
りました。

第11回加蘇コミュニティまつり開催！
10月29日（日）、そば処久我において、年に一度の大イベント「加蘇コミュニティまつり」が開催されました。
当日は雨にもかかわらず大勢の方が会場を訪れ大いに賑わいました。
ステージでは地域の子どもたちによるお囃子や和太鼓
演奏と栃木県警察音楽隊の演奏の他、たくさんの模擬店
や体験・展示コーナーもあり、地域が一丸となった魅力
あふれるイベントとなりました。

北犬飼地区ふれあい祭 敬老会
10月15日（日）
、北犬飼中学校において、ふれあい祭・敬老会が開催されました。小雨が降り、足元の悪い中での開催となりま
したが、多くの方が集い、楽しまれていました。
体育館では、栃木県シルバー大学 OB の方々
によるアフリカンダンスショーや地元の子ども
達の出し物などが、外ではバザーや消火器体験、
自治会の模擬店等もあり、賑わいを見せていま
した。

「南押原地区で敬老会が開催されました」
10月29日（日）
、南押原中学校体育館において南押原地区敬老会が開
催されました。
会場では南押原中学校の生徒さんに温かく出迎えられて皆さん笑顔が
こぼれます。
ステージではフラダンスやバンド演奏、合唱が披露され、内容盛りだ
くさんで心温まる敬老会となりました。
南押原中の皆さんの合唱♪

バンドの生演奏に合わせて歌いました。

東部台地区敬老会開催
10月１日（日）、東部台地区の敬老会が東部台コミュニティセンター講堂において開催されました。
昨年に引き続きフラダンスグループ「と
りあえず」が華やかに会場を盛り上げて
くれました。
また、今年は歌手の「えりのあ」さん
が登場！すてきな歌声に合わせて、全員
でとちまる君体操を行いました。東部台
地区の皆さん、これからもお元気でお過
ハワイアンな雰囲気に包まれました！
♪とちまるくん体操〜
たくさんの方が来場されました！ ごしください。

粟野地区 高齢者サロン
9月15日（金）、粟野コミュニティセンターにおいて高齢者サロンが開催され、50名の方が参加されました。
午前中は自宅でも出来る簡単な運動で身体を
動かし、粟の実会の皆さんによる語り部を聴き
ました。昼食はボランティアさんの手作りのお
弁当を皆さんで召し上がり、午後のお楽しみレ
クリエーションでは、南の島の王様・王女に変
身したスタッフによるパフォーマンスで会場は
大いに盛り上がりました。

酒害相談所開設！！～市民参加の断酒例会です。
お気軽にお越しください！～ 会場：鹿沼市総合福祉センター
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平成29年11月25日発行

非常勤職員
（ホームヘルパー）
募集

鹿沼市社会福祉協議会では、訪問介護・障害福祉サービスを
行う非常勤職員「登録ホームヘルパー」を若干名募集します。
（１）募集事業
①訪問介護・障害福祉サービス事業・
訪問介護員（ホームヘルパー）

6
●

鹿沼市やまびこ荘 臨時職員（支援員）募集

障害者支援施設鹿沼市やまびこ荘では、臨時職員（支援員）を
１名募集します。
（１）職

種

臨時職員（支援員：障害者支援施設における利用者支援業務、主に食事・
排泄・入浴等の支援）

（２）条件及び応募方法
①賃金 「非常勤職員雇用に関する要綱による」
＜時給：介護職業務 1,250円・看護職業務 1,375円＞

②資格…ヘルパー2級以上の有資格者または看護師
③職務内容
訪問介護・障害福祉サービス事業
・朝・晩・土曜、日曜、祝日も活動できる方大歓迎です。
・直行直帰のお仕事です。・勤務時間は、月間勤務表に
   より活動していただきます。
④勤務時間 1週20時間以内の範囲で調整します。
※ 電話連絡の上、履歴書・資格証の写しをご持参下さい。
※ 詳細については、下記にお気軽にお問合せください。

☆介護・障がい福祉課在宅サービス係
TEL：62-4127 （担当：早山・杉山）

「フードバンクかぬま」からのお願い!

第216号

（２）雇用期間

採用日から平成30年3月31日まで（契約更新の可能性有り）

（３）勤務条件

月20日程度（ローテーション勤務）午前8時30分から午後5時まで
勤務時間については上記時間以外に早番・遅番の変則勤務あり。

（４）給 与 等

日額6,300円
※ その他、臨時職員の雇用に関する要綱に基づき支給する。

（５）応募手続

鹿沼市やまびこ荘（下記連絡先）へ連絡後、下記の書類を提出（郵送可）
① 市販の履歴書（写真添付）：１部 ② 職務経歴書：１部

（６）受付期間
随時

（７）試 験 等

面接試験

日時：随時（午前8時30分から午後5時まで）
会場：やまびこ荘 会議室

連絡先：障害者支援施設 鹿沼市やまびこ荘（日吉町1011番地）
電 話：62－7566
担当：澤田・松本

ご家庭に眠っている食品の寄付にご協力ください。

鹿沼市社会福祉協議会では、ご寄付いただいた食品を一時的に困窮している方に無償で食糧を提供する「フ
ードバンクかぬま」の運営をしております。
缶詰（肉・魚・野菜）
、ふりかけ、レトルトカレー等「おかず」になる食品が不足しています。
１個からでもお預かりします。お近くのコミュニティセンターもしくは社会福祉協議会窓口でお預かりしており
ますので、ご寄付のご協力をお願いいたします。
【こんな方を支援しています】

・年金支給日まで日にちがあるが、急な出費があり、生活費が底をついてしまい、食べ物を買うことが出来ない。
・病気が原因で仕事に行けない日が続き、収入が減ってしまった。
・離婚したばかりで仕事がみつからず、手持ち金が減っているので子供に十分に食事を取らせてあげることができない。

●寄付をいただく際のお願い

問合せ先
鹿沼市社会福祉協議会
地域福祉課 権利擁護係
TEL 65−5191

・賞味期限が概ね1カ月以上あるもの
・未開封であるもの
・常温保存が可能なもの
・お米は前年度収穫までのもの

親子ふれあい教室

参加者募集
ケーキづくり
教室

ステンドグラス
ストラップづくり教室
日
場
対
定

時：12月９日
（土）午後1：30～
所：文化活動交流館（創作工房室）
象：市内在住のひとり親家庭の親子
（小学生以上から18歳以下）
員：25人

【申込先】鹿沼市社会福祉協議会

日 時：12月17日
（日）
午後1：30～
場 所：鹿沼市民情報センター
対 象：市内在住のひとり親家庭の親子
定 員：12家族
持ち物：三角巾・エプロン

担当：倉野

TEL 65−5191

FAX62−9361

