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共に支え合い・誰もが安心して暮らせる
「ふくしのまち」をめざして

「ふくしなかがわ」は、社会福祉協議会の会費並びに赤い羽根共同募金の配分金を
活用して発行しています。

　ご家庭で、お子様から「学校で点字や車いすの体験をした

よ！」などの話を聞いたことはありませんか！？

　当会は、長年にわたり、町内の各学校での福祉に関する取り

組みをサポートしています。

楽しく「ふくし」を学んでいます‼
Ｐ２　　　新年のごあいさつ

Ｐ２〜３　赤い羽根共同募金運動の報告

Ｐ４　　　社協の事業をご利用ください

Ｐ５〜６　SC活動報告、他

Ｐ７　　　日常生活自立支援事業／

　　　　　無料法律相談

Ｐ８　　　寄付の報告　

・・・目　次・・・

「車いす体験」 「募金活動」

「点字体験」 「ボッチャ体験」
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（令和３年12月23日現在）

合　計
4,172,290円

戸別募金･･････････ 3,680,550円
法人募金････････････ 361,000円
学校募金･････････････ 42,097円

職域募金･････････････ 48,114円
個人募金･･････････････ 4,000円
その他（募金箱等）･････ 36,529円

内 

訳

◇法人募金にご協力いただいた事業者等は、次のとおりです。

(有)馬頭観光タクシー   

和地建築(有)   

医療法人慈仁会 飯塚医院

(株)本多商会   

白寄医院   

(有)やまだ薬局   

(有)高嶋肥料店   

(有)ますや   

(有)小島文具店   

(有)金子商店   

那珂川町商工会   

(有)小山田鉄工   

川崎工業(株)   

那須信用組合馬頭支店   

(有)柏屋葬祭   

那南霊柩自動車（有）   

クリーニングこみね(株)   

那須南農業協同組合馬頭支店   

(有)橋本油店   

医療法人 飯塚歯科医院   

(有)桧山商店   

(有)肉の薄井   

(有)細野新聞舖   

(株)イシカワ   

三河屋   

(株)ダイトー   

東洋エレメント工業(株)栃木事業所   

(資)油新商店   

(有)深沢自動車工業   

医療法人社団誠和会 高野病院   

(有)スワン縫製   

(有)岡工務店   

那須南森林組合   

(有)フラワーズたかの 

小船製材所   

(有)大八   

(株)ダイサン印刷   

(有)馬頭製作所   

(有)馬頭浄化福祉センター  

(有)大金商会   

(有)斎藤自動車   

(有)益子建築   

(有)小川工務店   

(株)関東フーズ   

(有)薄井雄一工務店   

赤い羽根共同募金運動にご協力
ありがとうございました

赤い羽根共同募金運動にご協力
ありがとうございました

赤い羽根共同募金運動にご協力
ありがとうございました

明けましておめでとうございます。
　皆様には、佳き新春をお迎えの事とお喜び申し上げます。また、社会福祉協議会の各種事
業に対しましては、特段のご理解とご協力を賜り、深く感謝申し上げます。
　さて、近年、地域や家族など共同体としての「つながり」が弱体化していく中で、生活課
題を抱えながらも相談する相手がなく、制度の谷間で孤立してしまい「生きづらさ」を感じ
ている人が増加しています。また、家族構成の変化や多様化により、生活課題も複雑化や複
合化が進んでおり、単一の専門分野の制度利用や支援だけでは、十分に対応できないケース
も増えてきています。
　こうした中、国は「地域共生社会の構築」を次の時代の大きな目標としております。地域
共生社会への取組は、専門職だけで実現できるものではなく、地域の住民やボランティア団
体、ＮＰＯ、地域の商店や学校、ご近所など、地域で生活するすべての人が関わり、人と人
とがつながることで地域共生社会はつくられます。社会福祉協議会では、町と協働策定した
第３期(令和３年度～令和７年度)那珂川町地域福祉推進プランを推進することにより、地域
共生社会の実現に取り組んでまいります。
　結びになりますが､新型コロナウイルスの第６波による再拡大が懸念されているところで
はありますが、今年が皆様にとって幸多き年となりますよう祈念いたしまして、新年のあい
さつとさせていただきます。
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(有)斉藤化成工業   

鷲子山上神社   

(有)平成運輸   

(株)東邦精機製作所   

トーホー工業(株)   

(有)バトウ電子工業   

岡獣医科医院   

那須運送(有)   

磯建設（株）   

(株)那須八溝物産 南平台温泉ホテル   

ばとう手作りハム工房   

いさみ館   

東京ガイシ(株)   

東家温泉ホテル   

谷田農場   

(有)那須グリーンエステート   

(有)那珂川製作所   

(有)近藤商店   

(有)バトウタイヤ商会   

(有)岡崎電気   

(株)環境生物化学研究所   

(有)和知精工   

(有)立花自動車工業   

(有)ナベ鶏卵GPセンター   

(株)馬頭むらおこしセンター   

医療法人坂本クリニック   

馬頭運送(株)   

(有)高野自動車整備工場   

久那瀬漁業生産組合   

高野歯科医院   

(有)石田工務店   

住友金属鉱山ｼﾎﾟﾚｯｸｽ(株)   

前田採石(株)   

鈴木建設(株)   

まっ白本舗   

(株)高野商事   

うぐいすの森ゴルフクラブ＆ホテル馬頭   

馬頭ゴルフ倶楽部   

スターヒューズ(株)   

笠井建築事務所(有）   

(有)小林工務店   

(有)川和工業   

関東ユウキ食品工業(株)   

栃木ユウキ食品工業(株)   

ニットウメタル(有)   

(有)御前岩物産センター   

栃昭(株)   

八溝林業協同組合   

(有)鈴木製作所   

(株)トーコー   

大野ゴム工業(株)   

(資)藤田製陶所   

ホテル美玉の湯   

小川建設(株)   

(株)吉野工業所 小川第二工場

(株)吉野工業所 小川金型工場

川上建設(有)   

おたま小川店   

(株)田島工業   

(有)学遊舎   

(有)滝田商店   

(有)林屋川魚店   

冨士越建設(株)   

上野医院   

(株)みらい   

(株)宮本興業   

セブンイレブン小川町小川店

(株)吉野工業所 那須小川工場

(有)青柳自動車販売 

(株)美工電気小川営業所 

那須小川ゴルフクラブ 

手塚設備   

(有)ヌヴォラーリ   

長谷川歯科クリニック 

ピラミッド   

那須小川ゴルフクラブ   

リオン・ドール小川店   

(有)御前岩物産センター   

三河屋   

那珂川町観光センター   

大内郵便局   

馬頭郷土資料館   

那珂川町役場   

ジュンクラシックカントリークラブ   

まほろばの湯 湯親館   

(株)馬頭むらおこしセンター   

ゆりがねの湯   

馬頭郵便局   

大山田郵便局   

馬頭広重美術館   

(株)かましん馬頭店

(株)カンセキ小川店 

ＪＡなす南 北部経済店舗  

そば処 ふれあいの舎 

小川郵便局   

武茂郵便局   

なす風土記の丘資料館  

◇募金箱設置にご協力いただいた事業所は、次のとおりです。

栃木県立馬頭高等学校   

那珂川町立馬頭小学校   

那珂川町立馬頭中学校   

那珂川町立馬頭東小学校   

那珂川町立小川中学校 

那珂川町立小川小学校 

◇募金にご協力いただいた学校は、次のとおりです。

(株)吉野工業所 那須小川工場   

南那須広域消防那珂川消防署   

(株)吉野工業所 小川第二工場   

那珂川町役場   

(株)吉野工業所 小川金型工場

那珂川町社会福祉協議会 

◇募金にご協力いただいた職域は、次のとおりです。

　ご協力いただいた募金は、栃木県共同募金会に送金し、那珂川町の地域福祉事業（ふれあい・いきい

きサロン、障害児者レクリエーション事業、福祉の啓発・広報事業等）や県内の民間福祉施設（障害者

施設、児童福祉施設等）の整備、県内外で起きた災害の罹災者支援に活用されます。

　詳しくは、栃木県共同募金会のホームページからご覧いただけます。

（敬称略・順不同）

ココから→
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デマンドタクシーを活用した買い物ツアーを実施しました！

　浄法寺地区の高齢者７名が、買い物支援ボランティア３名と
一緒に、ポニィタウンで買い物を楽しみました。
　参加者からは「安心して買い物ができた」「友達と一緒に
買い物ができて楽しかった」「自分で好きなものが買えた」
「また、参加したい」などの声が聞かれました。
　今後は、他の地区でも実施したいと思いますので、買い物
ツアーのお手伝いをしてみたい方、参加してみたい方は社会
福祉協議会（☎９２－２２２６）までご連絡ください。

▶
簡
易
ベ
ッ
ド

◀
デ
マ
ン
ド
交
通

　乗
降
中

▶
買
い
物
の
様
子

◀
ど
っ
ち
が
近
い
？

▶
渾
身
の
一
投

◀
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

　を
設
置

SC活動
報告⑧

大内行政区の防災研修会に行ってきました！

　大内行政区で、町指定避難所となっている馬頭東小学校を会
場に、施設・備蓄品の確認とパーテーション等の設置体験を中
心とした研修会が行われました。
　町総務課より避難所に関する説明を受けた後、パーテーショ
ンや簡易ベッド等を実際に設置しました。備蓄品を目にした参
加者からは、「こんなものも用意されているんだ」「これなら
安心して避難できる」などの声が聞かれました。
　災害はいつ起こるかわからないので、今回の研修会は、地域
にとってとても有意義な研修となったと思います。参加された
みなさん、寒い中お疲れさまでした。

SC活動
報告⑨

　馬頭東小のクラブ活動でボッチャ体験(表紙右下の写真)が行
われた際に、馬頭高校ボランティア部に協力をお願いし、ル
ールの説明や実技指導、競技中の審判を共同で行いました。
　体験した児童からは「ボッチャって楽しいね！」と嬉しい
感想をいただきました。
　ボッチャ体験をしてみたい方は、社会福祉協議会
（☎９２－２２２６）までぜひ、ご連絡ください。

馬頭高校ボランティア部と一緒に
馬頭東小学校のボッチャ体験の
お手伝いをしました！
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　１１月１７、２４日、１２月１日の３日間、
「ふだんの生活をよりやさしく過ごすため
に」をテーマに傾聴入門講座を開催し、１３名
の方に受講いただきました。
　講師をお願いした栃木県傾聴ボランティ
ア連絡協議会会長の黒川先生は、傾聴の心
得などを今までの体験談や、ボランティア
活動でのエピソードなどを交えて、楽しくわ
かりやすくお話ししてくださり、受講した方
からは「毎日の生活で、傾聴を心がけたい」
「傾聴の大切さがわかった」「これからも継
続し開催してほしい」などの声をいただき
ました。
　助け合いスマイルセンターでは、次年度
も講座を開催したいと考えていますので、
興味のある方は、ぜひ、ご参加ください。

　町内１８か所で開催されている「ふれあ
い・いきいきサロン」運営者の情報交歓会
を開催しました。
　交歓会は、グループに分かれてスタート
しましたが、サロンの基本である「遊び」の
要素を取り入れ、話を聞いたサロンには○
を付けるスタンプラリー形式とし、席替え
をしながら「わがサロンじまん」をし合って
いただきました。
　参加者のみなさんからは「ほかのサロン
の様子が聞けて参考になった」「スタンプ
ラリー形式で楽しかった」などの声をいた
だきました。
　今後とも、地域密着型サロンの運営への
ご協力、よろしくお願いします。

ボランティアセンター専用 
twitter

▲スタンプ
ラリーカード

傾聴入門講座 地域密着型サロン
運営者情報交歓会

傾聴入門講座

助け合いスマイルセンターがコーディネートしました！助け合いスマイルセンターがコーディネートしました！

地域密着型サロン
運営者情報交歓会

馬頭中学校福祉委員会と３年生『総合の学習(地域貢献)』が作成した

ありがとうございました(o^^o) 

《ぞうきん》・・・・・・・・ひばり認定こども園へ
《フウセンカズラの種》・・・役場本庁舎玄関にて配布
《メッセージカード》・・・・配食サービス利用者へ
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日常生活自立支援事業（あすてらす）のご案内
　あすてらすは、認知症や知的障害、精神障害など何らかの障害により、判断能力が十分でない方

を対象に、地域で安心した生活が送れるよう、さまざまな相談に対応しながら、福祉サービスの利

用援助や日常的な金銭管理、書類等の預かりなどのお手伝いをします。

※利用にあたっては、ご本人との契約を結ぶ必要があるため、契約能力のある方が対象となります。

・福祉サービスの情報提供・相談、利用申込のお手伝い、福祉サービスの苦

　情解決制度を利用する手続き等

福祉サービス利用援助

・預金の入金や払い戻し、公共料金、福祉サービス利用料、医療費等の支払

　いの代行、年金、手当等の受領に必要な手続き等

日常的な金銭管理

・預金通帳や年金証書、印鑑等の保管等

※利用料金が別途かかります。詳しくはお問い合わせください。

書類等の預かり

那珂川町社会福祉協議会　那珂川町馬頭560-1（馬頭総合福祉センター内）☎92-2226

月～金（祝日・年末年始を除く）　午前8時30分～午後5時15分
問い合わせ

サービス内容

【日　　時】令和４年３月１５日（火）

　　　　　　午後１時〜午後３時

【場　　所】馬頭総合福祉センター

【対　　象】那珂川町民（４名まで）

            事前予約が必要です

【申 込 み】那珂川町社会福祉協議会

　　　　　　   ０７０-２８３１-８８２６（直通）

　　　　　　　 ０２８７-９２-２２２６（代表）

【受付期間】２月８日（火）〜３月９日（水）

【受付時間】平日の午前８時３０分〜午後５時

※当日の順番については、こちらで

　決めさせていただきます。

・相続・遺言

・離婚問題・養育費

・借金問題

・消費者被害

・交通事故問題

・賃金不払いなど

弁護士による「無料法律相談会」のご案内弁護士による「無料法律相談会」のご案内

相
談
内
容
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●益子　和弘（健武 166・167回）

　　　　　　 　　 　各30,000円

………………………………………

●匿名（565・566回）各10,000円

………………………………………

●馬頭オールスタンプ会

●故 檜山 弘（馬頭）

●南那須工業クラブ

………………………………………………

●JAなす南・女性会・青壮年部

10月21日～12月20日（敬称略･順不同）ご 寄 付

福祉振
興基金

善 意
銀 行

その他
事業

寄付物品

第93号　令和4年1月10日号　発行／社会福祉法人 那珂川町社会福祉協議会

栃木県那須郡那珂川町馬頭560-1　　 0287-92-2226　URL　http://nakagawa.syakyo.com/

………………………………………………

2,000,000円

100,000円

100,000円

米・食料品

　１１月５日にJAなす南、JAなす南女性会、JAなす南青壮年部が共同で取り組まれてい
る「フードドライブ」活動の一環で、支援物資の提供が当会にございました。「フード
ドライブ」とは、JAが実施している、家庭の余剰商品を持ち寄り、必要とする施設や福
祉団体に寄付する活動です。
　今回提供された物資は、当会で定めた生活にお困りの世帯（18歳未満の子供を養育し
ている世帯等）や子ども食堂を運営する団体に配布させていただきました。

　１１月２日に、馬頭オールスタンプ会様から寄付をい
ただきました。
　旧馬頭町時代から活動されていたオールスタンプ会が
解散することに伴い、残余財産の処分先として本会に寄
付されたものです。
　今回いただいた浄財は、ご希望に沿って本会が行う高
齢者支援や子育て支援に使わせていただきます。

　１２月９日に､南那須工業クラブ様が地域貢献活動の

一環として、本会と那須烏山市社協にそれぞれ寄付して

いただきました。

　今回いただいた浄財は､ご希望に沿って本会が行う福

祉車両及び福祉機器貸出事業に使わせていただきます。

JAなす南青壮年部JAなす南 JAなす南女性会

ＪＡなす南様より支援物資をいただきました。

馬頭オールスタンプ会様から寄付をいただきました。

南那須工業クラブ様から寄付をいただきました。


