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「かぬま社協だより」は、市民の皆様からいただきました社協会費と赤い羽根共同募金

かぬま

社協
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第214号
平成29年6月25日発行
−編集及び発行−
鹿沼市社会福祉協議会
電話 65−5191
印刷 晃南印刷㈱

鹿沼市社会福祉協議会 会員募集にご協力をお願いします。
社会福祉協議会は、市民の皆様に密着した公共性の高い地域福祉を推進する社会福祉法人です。
社協会費は、活動の趣旨に賛同する市民の皆様や福祉施設・団体などからお寄せいただいているものです。
「心がふれ合う地域、誰もが安心して暮らせるまちづくり」を推進する、地域福祉活動のサポーターとして、
多くの皆様に社協会員になっていただきます様お願いします。

会費の使い道は？

会費の種類と金額
○普通会費 １口
500円
※ 地域の福祉活動 ( 給食サービス等 ) や各種社会福祉
活動等 ( 以下「社協活動。」) の推進をサポートしていた
だける市民の方々からお寄せいただく会費です。
○賛助会費 １口 2,000円
※ 社協活動に賛同し、サポートしていただける団体、
事業所、商店、篤志家の方々からお寄せいただく会費です。
○特別会費 １口 3,000円
※ 社協活動に特に賛同し、サポートしていただける団
体、事業所、商店、篤志家の方々からお寄せいただく会
費です。

皆様からお寄せいただいた会費の約80％は、
17地区福祉活動推進協議会 ( コミュニティ推
進協議会 ) の活動資金の一部として、地域に
還元 ( 交付 )しています。
（前年は9,127,000円）
また、会費の約20% は、自治組織団体運営
費（前年は「自治会連合会300,000円、民生
委員児童委員協議会連合会 150,000円」）
・
広報活動費（かぬま社協だより等 508,000
円）
・社協運営費（1,225,656円）などにあて
られます。
なお、人件費や施設費などには使用してお
りません。

【各地区福祉活動（コミュニティ）推進協議会の取り組み】

の配分金などで作成しています。

東大芦ふれあいフェスタ

加蘇コミュニティまつり

南押原ふるさとまつり

みなみ町自治会

深津自治会

防災訓練

粟野地区

東部台地区

防災訓練

高齢者招待事業

高齢者サロン

西大芦

南摩地区

リフレッシュ講座

ふれあい農園収穫

永野地区

輪投げ大会
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災害に強いまち“かぬま”を目指して

完成した鹿沼市災害ボランティアセンター

活動記録と活動計画です

平成27年9月の関東・東北豪雨水害の際には、市民の皆さまに、鹿沼市災害ボランティアセンターの運営
に多大なるご理解・ご協力をいただき、改めて御礼申し上げます。
さて、当協議会では、平成27年11月末日をもって災害ボランティアセンターを閉所した後、約1年3ヵ月
にわたり、検証作業を進めてまいりました。今回、その成果として、
「鹿沼市災害ボランティアセンター活
動記録」の編纂、及び「鹿沼市災害ボランティアセンター活動計画」の改訂が完了いたしました。2度と災
害がないことを祈るばかりですが、今後は、これらを活用しながら、ボランティア養成講座及び職員研修等
を実施して行きたいと考えています。

「災害ボランティアセンター活動記録」概要

後に「関東・東北豪雨水害」と命名されたこの災害に際し、鹿沼市社会福祉協議会では初めて災害ボラン
ティアセンターを平成27年9月10日に立ち上げ、全国各地から6,476名ものボランティアの皆さんを受け入
れ、428件もの被災家屋の復旧支援に取り組みました。

ボランティア受け入れ状況
（1）開設日数 53日間 ※ 開設日数：ボランティア受け入れ日数
（2）受入人数 延べ6,476名（1日平均123人）
（3）ボランティア団体受け入れ件数 160団体
（4）ボランティア派遣件数 428件
（5）主な協力団体
①事務局運営・コーディネート関係
日本財団・レスキューストックヤード・足立区社協・前橋市社協・栃木県社協・県内市町社協・とち
ぎＶネット・鹿沼市ボ連協・チームかぬま．
．
．
．
．
．等
②現場
鹿沼ＪＣ・鹿沼市役所職員有志一同・鹿沼秋まつり若衆会・県内市町社協・宇都宮大・宇都宮高校・
鹿沼高校・黒羽高校・鹿沼市ボ連協・チームかぬま．
．
．
．
．
．等

「災害ボランティアセンター活動計画」概要

災害ボランティアセンターとは、被災者のニーズ（被害の復旧や生活の支援、心の支えを求める気持ちな
ど）を把握し、「被災された方を支援したい」という思いを持って、被災地に駆け付けたボランティアによ
る混乱を防ぎ、その力を被災者のニーズに結び付け、コーディネートする組織です。災害の規模、被災状況
等を総合的に勘案し、センター設置の要否を鹿沼市社協会長が判断します。また、鹿沼市災害対策本部から
の要請に基づき、センターを設置する場合もあります。
センターの運営については、
「思いをつなぐみんなのボランティアセンター」の運営方針の下、地域住民
が自主的に復旧・復興できない部分、行政が取り組むことのできない部分を取り組みます。
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地区社協の活動紹介
第３回 東部地区ふれあいウォーキングと大抽選会

最後はハズレ無し
の大抽選会です！

東部台地区

地域をより深く
知っていただく
事業です！

地域の多くの皆さん
（ こ ち ら は、婦 人 防 火
ク ラ ブ の 方 々）の 協 力
が有っての事業です！

平成29年３月５日
（日）
に東部地区自治会連絡協議会と東部地区福祉活動推進協議会共催により実施されました。
朝早くから、婦人防火クラブの方々のご協力により、備蓄米の炊き出しが行われたり、地域役員の皆様のご
協力があってのイベントで、地域の方々の支援有っての事業です。
コースとして、千手山公園から坂田山、御殿山公園へとあまり歩いて通らない道を歩いて頂きました。地区
を知る良いきっかけ作りになったかと思います。
ふれあいウォーキングを完歩された方々には、地域事業に参加されたことに対し、ささやかながらのプレゼ
ントとして、最後のお楽しみ！参加者全員に当る抽選会を行い、来年の再会を約束して、参加者全員けがなく
無事に終了となりました。

✿東部台地区でふれあい ・ さくらまつり開催✿

奈良部会長が
ごあいさつ

各ブース共に大いに盛り
上がりました！

｜

今年からＬＥＤによるラ
イトアップが始まりまし
た！綺麗 ッ！

4月9日（日）、さくらが満開に咲くふれあい公園にて、第12回東部台地区ふれあいさくらまつりが開催
されました。華やかなステージやズラリと並んだグルメ屋台、更にはお囃子やゲームなど内容盛りだくさん！
誰もが楽しめるお祭りとなりました。

第16回ふれあいフェスタinかぬま（4月23日開催）
今年は好天に恵まれ客足もよく、絶好の福祉日和となりました。

熊本地震で活動したボランティアの報告会

今年も多くの方にお越し頂きました♥

閉会式では恒例の手話で「サライ」を歌います♪

今年も「トチノキッド」登場 !!

高齢者疑似体験を楽しんでます♬

※ふれあいフェスタとは、福祉とボランテ
ィアを多くの方に知っていただくために、
活動紹介や発表、福祉体験などを通して、
活動の輪を広めていくことを目的に開催
しています。
・障害のある人もない人もみんなで共に
作り上げる福祉のつどいです。
・学生ボランティアの育成にも努めてい
ます。
・福祉とボランティアの理解と
関心を広めています。
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ご寄付（善意銀行）
寄付者
鹿沼市役所OB こがねむしの会
粟野地区グラウンドゴルフ協会 ホールインワン基金
芋の会
大貫

一郎

日本舞踊宮崎会

皆さまのあたたかいお気持ちは福祉のために

10,000

608

ボランティアグループ
「チームかぬま」
鹿沼市社会福祉協議会
（フードバンクかぬま）

眞生田

和夫

鹿沼市北部農事実行組合
ひなあられ：25袋
四つ葉のクローバー
ジュース：1ケース
（30本） 鹿沼市中途失聴難聴者協会
30,000 要約筆記サークルいちご
タオル20本

寄付先
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（平成29年2月～平成29年5月末日 順不同・敬称略）
寄付金・物品
寄付者
寄付金・物品
15,068 鹿沼市グラウンドゴルフ協会
7,000

匿名
鹿沼市やまびこ荘

第214号

眞生田
三上

和夫

隆義（120回目）

10,000
21,687
10,000
3,000
18,321
200,000
3,000

寄付金・物品
寄 付 金 は、 ボ ラ ン テ
ひなあられ：25袋 ジュース1ケース（30本）
ィア団体や学校への
10,000
助成金として活用さ
食材（18,321円分） れます。

ありがとうございました
６月３日（土）
、鹿沼木工団地内で開かれた、
「青空販売」
の会場にて、芋の会さまより車いすの贈呈が行われました。
鹿沼市社会福祉協議会へは車いすを２台寄付していた
だきました。
寄付していただいた車いすの内１台は、社協をとおし
社会福祉法人東京愛隣会鹿沼愛隣福祉センターへ贈らせ
ていただきました。

これまでのポップコーン機では対応できなかった、キャラメルタイプも製
造できる本格的ポップコーン機をこの度、社会福祉協議会貸出機材に追加導
入いたしました。
サイズも12ozサイズと、映画館等でのポップコーン機と同規格です。
地域イベントや施設イベントにいかがですか？社協団体会員・施設様に優
先的にお貸し出しできますので、是非お問合せください。

•★• ★• ★•★• ★• ★•★• ★• ★•★• ★• ★•★• ★• ★•★• ★• ★•★• ★• ★•★• ★• ★•★•
★

★• ★•★ ★• ★•★•

新型機種導入です！

•★• ★• ★•★• ★•

★• ★• ★• ★• ★•★• ★• ★•★• ★• ★•★• ★• ★•★• ★• ★•★• ★• ★•★• ★• ★•★• ★• ★

缶詰、ふりかけ、レトルトカレー、味のりなど「おかず」になる食品大募集！
「もったいない…」から「ありがとう！」の活動へ

「フードバンクかぬま」からのお願い!!
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生活に困窮している方に
無償で提供する「フードバンクかぬま」の運営をしております。
多くの皆様からお米など色々な食品をご寄付いただいておりますが、主食以外の缶詰、ふりかけ、レトルトカレー、
味のりなど「おかず」になる食品が不足しています。
ぜひ、ご家庭で眠っている食品がありましたら「フードバンクかぬま」へご寄付ください！
お取り扱い場所：①鹿沼市社会福祉協議会（鹿沼市総合福祉センター：鹿沼市万町９３１－１）
②各地区のコミュニティセンター
◆お持ちいただく際には、次の点について注意してください。
①賞味期限について
○賞味期限が、概ね１か月以上あるもの
○賞味期限の記載のないお米などは、前年収穫までのもの
②お持ちいただいた際には、住所・氏名・電話番号をおうかがいします。
不明な点については、下記までお問い合わせください。

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 0289−65−5191
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高齢者福祉センター クラブ参加者大募集！
高齢者福祉センターでは、現在７つの自主クラブが活動しています。今回は、新規参加者を
募集している２つのクラブを紹介します。

♪うたごえ教室のご案内♪（コーラスクラブ）

歌は健康への第一歩。優しい先生と楽しいひと時を過ごしてみませんか。
講 師：永田 教子先生
内 容：童謡、唱歌、叙情歌、その他
開催日：第1・3水曜日 午前10時～正午
会費：月1,000円
問い合わせ先：（コーラスクラブ代表）石川 ☎0289−62−7085

絵手紙クラブ

四季折々に合わせた、絵のある手紙作りを勉強しています。
なかなか思うようにいきませんが、
「ヘタでいい、ヘタがいい」を基本に気楽にやっています。
食事会を兼ねて野外スケッチやカラオケなども行い、
会員の親睦を深め合って、身心共に健康になれるよう活動
しています。
講 師：柏木 孝子先生
開催日：第1・3火曜日 午後1時～3時
会費：月1,000円
高齢者福祉センター ☎0289−62−7691 問い合わせ先：
（絵手紙クラブ講師）柏木 ☎0289−77−3092

難聴者対象の手話講習会の開催

手話でコミュニケーションをしてみましょう！日常の簡単な手話
を勉強します。中途失聴者、難聴者の方及び健聴者の方、どなたで
も受講できますので、お気軽にご参加ください。
但し、手話通訳者を目指している方の講習会ではありませんので
ご了承ください。
期

間：平成29年９月～平成30年３月まで。第２、第４土曜日
（但し、９月は第２、第３土曜日、10月は第１、第２土曜日に
なります。
）
時 間：午後２時～４時
場 所：鹿沼市総合福祉センター
受講料：無料。但し、テキスト代は有料になります。※ 筆記通訳がつきます。
お問い合わせ、お申込み連絡先：鹿沼市中途失聴・難聴者協会 FAX 74－2416

朗読ボランティア養成講座

朗読についての基本を学び、朗読ボランティア活動への第一歩を踏みだしてみませんか！
と き
ところ
講 師
定 員
参加料
申 込

９月12日（火）10：00～11：30
鹿沼市総合福祉センター ２階 大会議室
臼井 佳子 氏 （CRT アナウンススクール校長）
30名程度
無料
８月26日
（土）
から８月30日
（水）
の午後４時から８時までの間に、
電話で。
朗読グループいずみ 阿部 090－4532－3976
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第４４回 鹿沼市社会福祉大会 開催決定！
今年の福祉大会の講演会には、その温かい人柄でテレビでも大人気の
渡部陽一さんをお招きします。皆様どうぞご参加ください！
日
会
内

程
場
容

平成29年７月８日
（土）
鹿沼市民文化センター 大ホール
（坂田山２−170）
第１部 午後１時30分～ 式典
（福祉功労者の表彰式・米寿者への記念品贈呈）
第２部 午後２時40分～ 戦場カメラマン 渡部陽一 氏 講演会
＊当日受付可。先着順。
入場無料。
＊市役所御殿山駐車場
（職員駐車場）
もご利用いただけます。

初めての手話教室
これから手話を使ってのボラン
ティア活動を始めたいと思ってい
る方や、手話を初めて学ぶ方を対
象に、挨拶や自己紹介など初歩の
手話を学ぶ講座を開催します。
講師の方が丁寧に教えてくれますので、ぜひお申
込みください！
日

時：平成29年９月１日～11月10日
毎週金曜日 午前10時～12時
定
員：20名
会
場：鹿沼市総合福祉センター ２階
対 象 者：鹿沼市在住・在勤の方
受 講 料：無料
募集期間：平成29年７月３日（月）～８月２日（水）
問合せ先：鹿沼市社会福祉協議会（担当：倉野）
TEL：0289-65-5191

初めての点訳教室
街中や駅で見かける点字。
なんて書いてあるか気になったことありませんか？
みなさんも点字を読み書きできるようにチャレン
ジしてみませんか？
初歩の点字を学ぶ講座ですので、ぜひお申込みく
ださい！
日

時：平成29年10月４日～12月６日
毎週水曜日（全10回）
午前９時30分～11時30分
定
員：20名
会
場：鹿沼市総合福祉センター ２階
対 象 者：鹿沼市在住・在勤の方
受 講 料：無料
募集期間：平成29年７月３日（月）から
問合せ先：鹿沼市社会福祉協議会（担当：倉野）
TEL：0289-65-5191

南相馬市災害ボランティアバス参加者募集！
初心者歓迎！ シニア大歓迎！

南相馬市での災害ボランティア活動を行う、日帰りバスツアーの参加者を募集します。
災害ボランティアや福島の復興に関心のある方、ぜひご参加ください。

日
程 平成29年7月20日
（木） 朝5時集合
活動場所 福島県南相馬市
ボランティア活動拠点 南相馬市社会福祉協議会 災害復旧復興ボランティアセンター
活動内容 原発事故による立入制限が解除された地域内の個人宅の片づけ、
草刈等
（予定）
募集人数 20名
締
切 7月7日
（金）
参 加 費 無料
協
力 災害ボランティアグループ
「チームかぬま」
＊帰りに「道の駅 「安達」
智恵子の里」
に立ち寄ります。 ＊未成年申込み不可。
＊申し込み多数の場合、
市内在住の方を優先します。
＊参加される方は、
ボランティア保険に必ず加入してください。
（自己負担です）
〇事前説明会にご参加ください。 7月11日
（火） 13時30分～
鹿沼市総合福祉センター 2階 大会議室
（鹿沼市万町931−1）
＊活動の概要について ＊持ち物などについて
申し込み・問合せ 0289−65－5191
（担当：菊池）

