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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。

　馬頭図書館の職員の方々が、デイサービスの利用者の方の

ために、紙芝居や物語の朗読をしてくださいました。利用者

の方は「今は文字が見えにくくなり、読書ができなくなって

しまった。久しぶりに本を読んだ気分になれて、楽しかった。」

とおっしゃってました。
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Ｐ６　　　日本赤十字社会員募集の

　　　　　結果について

Ｐ７　　　助け合いスマイルセンターからの

　　　　　お知らせ／ＳＣ活動報告
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◆総合相談事業
【福祉相談】　
　相談支援包括化推進員を配置し、関係機関
と連携して課題解決への助言や制度利用への
橋渡しを行いました。　相談件数 371件
【無料法律相談】
　弁護士による法律相談を
行いました。　相談件数　９件

◆ひとり親家庭支援事業
【レクリエーション事業】　
　日帰り旅行の開催を検討したが、新型コロ
ナウイルス感染症拡大のため中止。
【団体支援】
　母子寡婦福祉会の活動支援を行いました。

◆介護保険／障害者総合支援事業
　デイサービス、ホームヘルプ、ケアマネジメ
ントの介護サービスを提供しました。
　相談支援、居宅介護等の障害福祉サービス
を提供しました。
　日中一時支援事業を行い、日中
における活動提供と日常生活上の
支援を行いました。

◆社会福祉協議会　会員募集
　町民の皆様や事業者等の協力をいただき、
事業費の確保に努めました。
　合計　4,279,000 円

◆子育て支援事業
【チャイルドシート等購入助成】
　お子さんの誕生をお祝いし、
チャイルドシート等購入の
助成を行いました。助成件数　15件
【子育て広場】
馬頭総合福祉センター改修にともない、設置
場所を移動、リニューアルしました。

◆低所得者世帯への相談・支援
　緊急でやむを得ない方への貸付や食料品等
の支給を行いました。
相談件数…457件／食糧支給等…17件／
福祉金庫…新規３件／生活福祉資金…78件

◆その他の事業
【赤い羽根共同募金】
　県内の福祉施設の改修費や那珂川町の地域
福祉活動の財源となる募金です。
　皆様のご協力により、募金活動を行いました。
　合計　4,189,301 円
【日本赤十字社会員募集】
　国内外の災害支援や救命講習など様々な事
業の財源となります。皆様のご協力により、募
金活動を行いました。　
　　　　 合計　2,194,080 円
　国内発生の災害に対する義援金募集を行い
ました。　６種の義援金
【福祉まつり】
　新型コロナウイルス感染症拡大のため中止。

紙面の都合上、一部事業のみ掲載しています。
詳しくは、社協ホームページでご覧いただけます。

ボランティア
センター専用
Twitter

社協
Twitter
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那珂川町社会福祉協議会事業報告
　理事会及び評議員会において、令和３年度の事業報告及び収支決算が承認されました
ので、お知らせいたします。

◆理事会・評議員会の開催
・理事会並びに評議員会を開催し、事業報告（計
画）、収支決算（予算）のほか、定款等の変更
等について、審議を行いました。
・内部監査及び外部監査の実施

◆広報・啓発事業
・広報誌「ふくしなかがわ」の発行　
　　　　　　　　　　　   （年６回）
・ホームページの運営
　　　　（アクセス数　19,600 回）
・ツイッターによる広報
　　社協
　　　（アクセス数　88,830 回）
　　ボランティアセンター
　　　（アクセス数　43,336 回）

◆障害者（児）支援事業
【福祉タクシー事業】
　障害者や高齢者の通院時支援として、乗車
料金の一部を助成しました。
利用者　30名　延 1,546 枚利用

【訪問理容サービス】
　理容組合の協力のもと、在宅の寝たきりの
方の散髪代を助成しました。
利用者　９名　延 20枚利用

【福祉機器・福祉車両】
　福祉機器の貸出を行い、日常生活を支援し
ました。
車いす…25 件／介護ベッド…19 件／福祉車
両…91件

【福祉有償運送】
　一人で公共交通機関を利用しての通院が困
難な障害者の支援をしました。
利用登録者　９名　延 103回運行

◆高齢者支援事業
【センター型サロン】
　福祉センターを会場に、レクリエーション等
を行い、引きこもり予防、生きがいづくりに
取り組みました。
対象者　22名　延 34名

【地域密着型サロン】
　地域の公民館等を会場に、
地域が主体となり実施しました。
南町、矢又、和見、小口、北向田、松野、富山、大内・大那地、
盛泉・谷川、大山田下郷、大山田上郷、小砂、小川２、小川３、
小川４、小川５、小川６、小川 11、小川 13、小川 14

計 20地区（22行政区）

【乳酸菌飲料宅配による見守り事業】
　一人暮らし高齢者が住み慣れた地域で、安
心して暮らし続けられるように、業者と提携し
定期的に訪問（週１回から２回）して安否確
認しました。
利用者　30名　延配布数　3,217 本

◆福祉教育・ボランティア活動の推進
【出前講座】
　児童・生徒が「体験」を通して「福祉」へ
の理解・関心を深められるように出前講座を
行いました。
実施校　４校

【若年層のボランティア活動】
　認定こども園、小中学高校でのボランティ
ア活動への助成や支援を行いました。

【地域ボランティア活動】
　行政区で行われた、ボ
ランティア活動、交流活
動、見守り活動への助成
と支援を行いました。
実施地区　21行政区

令和３年度



（3）

◆総合相談事業
【福祉相談】　
　相談支援包括化推進員を配置し、関係機関
と連携して課題解決への助言や制度利用への
橋渡しを行いました。　相談件数 371件
【無料法律相談】
　弁護士による法律相談を
行いました。　相談件数　９件

◆ひとり親家庭支援事業
【レクリエーション事業】　
　日帰り旅行の開催を検討したが、新型コロ
ナウイルス感染症拡大のため中止。
【団体支援】
　母子寡婦福祉会の活動支援を行いました。

◆介護保険／障害者総合支援事業
　デイサービス、ホームヘルプ、ケアマネジメ
ントの介護サービスを提供しました。
　相談支援、居宅介護等の障害福祉サービス
を提供しました。
　日中一時支援事業を行い、日中
における活動提供と日常生活上の
支援を行いました。

◆社会福祉協議会　会員募集
　町民の皆様や事業者等の協力をいただき、
事業費の確保に努めました。
　合計　4,279,000 円

◆子育て支援事業
【チャイルドシート等購入助成】
　お子さんの誕生をお祝いし、
チャイルドシート等購入の
助成を行いました。助成件数　15件
【子育て広場】
馬頭総合福祉センター改修にともない、設置
場所を移動、リニューアルしました。

◆低所得者世帯への相談・支援
　緊急でやむを得ない方への貸付や食料品等
の支給を行いました。
相談件数…457件／食糧支給等…17件／
福祉金庫…新規３件／生活福祉資金…78件

◆その他の事業
【赤い羽根共同募金】
　県内の福祉施設の改修費や那珂川町の地域
福祉活動の財源となる募金です。
　皆様のご協力により、募金活動を行いました。
　合計　4,189,301 円
【日本赤十字社会員募集】
　国内外の災害支援や救命講習など様々な事
業の財源となります。皆様のご協力により、募
金活動を行いました。　
　　　　 合計　2,194,080 円
　国内発生の災害に対する義援金募集を行い
ました。　６種の義援金
【福祉まつり】
　新型コロナウイルス感染症拡大のため中止。

紙面の都合上、一部事業のみ掲載しています。
詳しくは、社協ホームページでご覧いただけます。

ボランティア
センター専用
Twitter

社協
Twitter

（2）

那珂川町社会福祉協議会事業報告
　理事会及び評議員会において、令和３年度の事業報告及び収支決算が承認されました
ので、お知らせいたします。

◆理事会・評議員会の開催
・理事会並びに評議員会を開催し、事業報告（計
画）、収支決算（予算）のほか、定款等の変更
等について、審議を行いました。
・内部監査及び外部監査の実施

◆広報・啓発事業
・広報誌「ふくしなかがわ」の発行　
　　　　　　　　　　　   （年６回）
・ホームページの運営
　　　　（アクセス数　19,600 回）
・ツイッターによる広報
　　社協
　　　（アクセス数　88,830 回）
　　ボランティアセンター
　　　（アクセス数　43,336 回）

◆障害者（児）支援事業
【福祉タクシー事業】
　障害者や高齢者の通院時支援として、乗車
料金の一部を助成しました。
利用者　30名　延 1,546 枚利用

【訪問理容サービス】
　理容組合の協力のもと、在宅の寝たきりの
方の散髪代を助成しました。
利用者　９名　延 20枚利用

【福祉機器・福祉車両】
　福祉機器の貸出を行い、日常生活を支援し
ました。
車いす…25 件／介護ベッド…19 件／福祉車
両…91件

【福祉有償運送】
　一人で公共交通機関を利用しての通院が困
難な障害者の支援をしました。
利用登録者　９名　延 103回運行

◆高齢者支援事業
【センター型サロン】
　福祉センターを会場に、レクリエーション等
を行い、引きこもり予防、生きがいづくりに
取り組みました。
対象者　22名　延 34名

【地域密着型サロン】
　地域の公民館等を会場に、
地域が主体となり実施しました。
南町、矢又、和見、小口、北向田、松野、富山、大内・大那地、
盛泉・谷川、大山田下郷、大山田上郷、小砂、小川２、小川３、
小川４、小川５、小川６、小川 11、小川 13、小川 14

計 20地区（22行政区）

【乳酸菌飲料宅配による見守り事業】
　一人暮らし高齢者が住み慣れた地域で、安
心して暮らし続けられるように、業者と提携し
定期的に訪問（週１回から２回）して安否確
認しました。
利用者　30名　延配布数　3,217 本

◆福祉教育・ボランティア活動の推進
【出前講座】
　児童・生徒が「体験」を通して「福祉」へ
の理解・関心を深められるように出前講座を
行いました。
実施校　４校

【若年層のボランティア活動】
　認定こども園、小中学高校でのボランティ
ア活動への助成や支援を行いました。

【地域ボランティア活動】
　行政区で行われた、ボ
ランティア活動、交流活
動、見守り活動への助成
と支援を行いました。
実施地区　21行政区

令和３年度



（5）

貸借対照表の要旨 （単位：円）

資
産
の
部

43,199,507

200,126,605

2,000,000

198,126,605

243,326,112資産の部合計

流動資産

固定資産

　基本財産

　その他の固定資産

負
債
の
部

純
資
産
の
部

　13,741,267

2,057,860

15,799,127

2,000,000

124,894,165

1

69,810,785

30,822,034

227,526,985

243,326,112負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

科　　　　目科　　　　目 金　　額 金　　額

負債の部合計

流動資産

固定資産

基本金

基金

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金

次期繰越活動増減差額

 ■ 各計算書類の説明
　　※資金収支計算書　（お金の動きを計算する書類＝支払い資金の増減・残高）
　　※事業活動計算書　（利益を計算する書類＝純資金の増減・残高）
　　※貸 借 対 照 表　（財政状態がわかる計算書類）

 ７月は「社会福祉協議会会員募集月間」です！
　社協で行う様々な事業は、皆様の支援により行なっています。
　今年度も、社協活動にご理解をいただき、ご協力くださいますようお願いいたします。

令和４年４月以降で、役員（理事・監事）並びに評議員に改選がありました。

　今後も役職員一同、地域福祉の推進に向けて取り組んでまいりますので、

皆様のご支援・ご協力を賜りますようお願いいたします。

【会　　長】　佐藤　佳正
【副 会 長】     海老澤　均　　
【常務理事】　鈴木　雅仁
【理　　事】　薄井　和夫　　益子　明美
　　　　　　笹沼　之子　　薄井　忠惠
　　　　　　藤田　裕之　　鈴木　雄一
　　　　　　小川　一好
【監　　事】　増子　定徳　　塚原　富太

　　　　　　　理事１０名　監事　２名 令和４年６月22日現在（順不同・敬称略）
※ゴシック体は、新たに選任された方です。

役　員
小髙　一男　　吉成　澄江　　岸　　健一
郡司あや子　　大金ハツイ　　髙野　麻男
酒主恵美子　　髙野　譲司　　関根　　了
山口　雅夫　　石田　　靜　　武田　正子
伊藤　靖子　　矢後　紀夫　　田辺　博之
近藤　　正　　藤浪　京子　　鈴木　眞也
𠮷澤　和浩　　岡　万里子　　
　　　　　　　　　　　　評議員　２０名

評議員

（4）

令和３年度  収 支 決 算（単位：円）

資金収支計算書の要旨

科　　　　目 金　　額

事
業
活
動
に
よ
る

収
支

施
設
整
備
等
に

よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に

よ
る
収
支

事業活動収入計

（会費収入、補助金収入等）

事業活動支出計

（人件費支出、事務費支出等）

事業活動資金収支差額

施設整備等収入計

施設整備等支出計

（固定資産取得支出等）

施設整備等資金収支差額

その他の活動収入計

（基金積立資産取崩収入等）

その他の活動支出計

（基金積立資産支出等）

その他の活動資金収支差額

142,835,502

144,220,455

△1,384,953

0

0

0

9,082,879

3,193,455

5,889,424

4,504,471

30,528,769

35,033,240

当期資金収支差額合計

前期末支払資金残高

当期末支払資金残高

事業活動計算書の要旨

科　　　　目 金　　額

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減

の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外

増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

サービス活動収益計

（会費収益、補助金収益等）

サービス活動費用計

（人件費、事務費、事業費等）

サービス活動増減差額

サービス活動外収益計

（受取利息配当金収益等）

サービス活動外費用計

サービス活動外増減差額

経常増減差額

特別収益計

（拠点区分間繰入金収益等）

特別費用計

（拠点区分間繰入金費用等）

特別増減差額

当期活動増減差額

前期繰越活動増減差額

当期末繰越活動増減差額

基本金取崩額

基金取崩額

その他の積立金取崩額

その他の積立金積立額

次期繰越活動増減差額

141,855,850

144,907,869

△3,052,019

861,652

616,463

245,189

△2,806,830

0

0

0

△2,806,830

27,122,977

24,316,147

0

616,463

8,900,000

3,010,576

30,822,034

（単位：円） （単位：円）

その他のお金
（事業収入、その他の収入等）

町民の皆様や地域が
活動するために
使うお金

その他のお金
（基金積立資産、
　助成金等）

町民の皆様からの会費、
寄付金、積立金を
取崩して入るお金

那珂川町、
栃木県社協等
から入るお金

介護サービスを
提供して入るお金

障害福祉サービスを
提供して入るお金

収 入
151,918,381円

支 出
147,413,910円

サービスを
提供する人のために
使うお金

２％

81％

17％

31％
50％

７％

１％

11％
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純
資
産
の
部

　13,741,267

2,057,860

15,799,127

2,000,000

124,894,165

1

69,810,785

30,822,034

227,526,985

243,326,112負債及び純資産の部合計

純資産の部合計

科　　　　目科　　　　目 金　　額 金　　額

負債の部合計

流動資産

固定資産

基本金

基金

国庫補助金等特別積立金

その他の積立金

次期繰越活動増減差額

 ■ 各計算書類の説明
　　※資金収支計算書　（お金の動きを計算する書類＝支払い資金の増減・残高）
　　※事業活動計算書　（利益を計算する書類＝純資金の増減・残高）
　　※貸 借 対 照 表　（財政状態がわかる計算書類）

 ７月は「社会福祉協議会会員募集月間」です！
　社協で行う様々な事業は、皆様の支援により行なっています。
　今年度も、社協活動にご理解をいただき、ご協力くださいますようお願いいたします。

令和４年４月以降で、役員（理事・監事）並びに評議員に改選がありました。

　今後も役職員一同、地域福祉の推進に向けて取り組んでまいりますので、

皆様のご支援・ご協力を賜りますようお願いいたします。

【会　　長】　佐藤　佳正
【副 会 長】     海老澤　均　　
【常務理事】　鈴木　雅仁
【理　　事】　薄井　和夫　　益子　明美
　　　　　　笹沼　之子　　薄井　忠惠
　　　　　　藤田　裕之　　鈴木　雄一
　　　　　　小川　一好
【監　　事】　増子　定徳　　塚原　富太

　　　　　　　理事１０名　監事　２名 令和４年６月22日現在（順不同・敬称略）
※ゴシック体は、新たに選任された方です。

役　員
小髙　一男　　吉成　澄江　　岸　　健一
郡司あや子　　大金ハツイ　　髙野　麻男
酒主恵美子　　髙野　譲司　　関根　　了
山口　雅夫　　石田　　靜　　武田　正子
伊藤　靖子　　矢後　紀夫　　田辺　博之
近藤　　正　　藤浪　京子　　鈴木　眞也
𠮷澤　和浩　　岡　万里子　　
　　　　　　　　　　　　評議員　２０名

評議員
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令和３年度  収 支 決 算（単位：円）

資金収支計算書の要旨

科　　　　目 金　　額

事
業
活
動
に
よ
る

収
支

施
設
整
備
等
に

よ
る
収
支

そ
の
他
の
活
動
に

よ
る
収
支

事業活動収入計

（会費収入、補助金収入等）

事業活動支出計

（人件費支出、事務費支出等）

事業活動資金収支差額

施設整備等収入計

施設整備等支出計

（固定資産取得支出等）

施設整備等資金収支差額

その他の活動収入計

（基金積立資産取崩収入等）

その他の活動支出計

（基金積立資産支出等）

その他の活動資金収支差額

142,835,502

144,220,455

△1,384,953

0

0

0

9,082,879

3,193,455

5,889,424

4,504,471

30,528,769

35,033,240

当期資金収支差額合計

前期末支払資金残高

当期末支払資金残高

事業活動計算書の要旨

科　　　　目 金　　額

サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減

の
部

サ
ー
ビ
ス
活
動
外

増
減
の
部

特
別
増
減
の
部

繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部

サービス活動収益計

（会費収益、補助金収益等）

サービス活動費用計

（人件費、事務費、事業費等）

サービス活動増減差額

サービス活動外収益計

（受取利息配当金収益等）

サービス活動外費用計

サービス活動外増減差額

経常増減差額

特別収益計

（拠点区分間繰入金収益等）

特別費用計

（拠点区分間繰入金費用等）

特別増減差額

当期活動増減差額

前期繰越活動増減差額

当期末繰越活動増減差額

基本金取崩額

基金取崩額

その他の積立金取崩額

その他の積立金積立額

次期繰越活動増減差額

141,855,850

144,907,869

△3,052,019

861,652

616,463

245,189

△2,806,830

0

0

0

△2,806,830

27,122,977

24,316,147

0

616,463

8,900,000

3,010,576

30,822,034

（単位：円） （単位：円）

その他のお金
（事業収入、その他の収入等）

町民の皆様や地域が
活動するために
使うお金

その他のお金
（基金積立資産、
　助成金等）

町民の皆様からの会費、
寄付金、積立金を
取崩して入るお金

那珂川町、
栃木県社協等
から入るお金

介護サービスを
提供して入るお金

障害福祉サービスを
提供して入るお金

収 入
151,918,381円

支 出
147,413,910円

サービスを
提供する人のために
使うお金

２％

81％

17％

31％
50％

７％

１％

11％
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「ふれあい・いきいきサロン 和見」が
　始まりました！

SC活動
報告②

助け合いスマイルセンターからのお知らせ

★新規ボランティア応援事業
　　助け合いスマイルセンターでは、初めて個人登録される方への応援として、初年度ボラン

　ティア活動保険料を無料としています。この機会にぜひ登録してみませんか？

　　※無料となるのは、町内在住者の基本プランのみ。大規模災害時の災害ボランティアは対象外。

★お助けさん募集のお知らせ
　　高齢者の買い物支援事業「デマンドタクシーを活用した買い物ツアー」

　開催時にデマンドタクシーの予約やスーパーでの買い物支援等のお手伝

　いをしていただけるお助けさんを募集します。

　　気軽に参加できる、ちょっとしたお助けをしてみませんか？

問い合わせ　助け合いスマイルセンター（那珂川町社会福祉協議会内）　☎92-2226

買い物支援チラシを
配布しています

SC活動
報告①

◎便利タクシー【宅配】 ◎個人商店

お電話いただければ、日程調整の上、お伺いします。

お電話いただければ、ご注文品を配達いたします。　★（有）小松屋商店（小川）【宅配】  ☎９６－３２１２

★馬頭観光タクシー ☎９２－２７０５ お電話いただければ、ご注文品を配達いたします。

　　

◎セブン・イレブンのお届けサービス
◎移動スーパーツナゴー

「セブンミール」【宅配】利用金額は１，０００円（税抜）以上からで、お届け料２２０円。３，０００円（税抜）以上なら
食料品、雑貨を積んで、皆様のご自宅まで伺います。

お届け料無料。費用は、１ヶ月分まとめて、後払い。

また、移動スーパーに同行するスタッフが家事や掃除等のお手伝いをしますので、詳しくはお問合せください。
　★セブン・イレブン小川町小川店　

移動スーパーは、商品代のみ。移動スーパー同行

（旭町交差点） ☎９６－４８７７ 時の生活支援サービスは、５分１００円。

　★セブン・イレブン那珂川町小川店　
★移動スーパーツナゴー　

（カンセキ前） ☎９６－３１００
　☎０７０－２８２６－５８８１

※裏面の、ご利用上のお願いをご覧いただき、ご利用ください。

令和４年５月版

合わせください。

【移動販売】

買い物を電話やFAXにて依頼すると、買い物後、商品を自宅にお届けします。
費用は商品代以外に、かかった時間により、30分1,500円、以降10分ごとに500円加算されます。
　※買い物以外にも、別途サービスあり。

地域、時間等で対応できない場合がありますので、詳しくは、下記店舗にお問い

　★くま三（馬頭）【移動販売】　☎９２－２１３７
　★ますや本店（馬頭）【宅配】　☎９２－２５３６

　チラシには、食料品・生活用品・衣料品などの移動販売
や宅配をしているお店を掲載しています。高齢の方やコロ
ナ禍で外出を控えたい方は、ぜひご利用ください。
　チラシは、社会福祉協議会ブログに掲載してありますが、
ご覧になれない方は、社会福祉協議会（☎92-2226）までご連絡ください。
　また、掲載していただけるお店も随時、募集しています！

　コロナ禍による延期などもありましたが、行政区・民生委員・
ボランティアのみなさんの協力により、やっと第１回目を開催
することができました。
　当日は、みなさんと一緒におしゃべりやＴＶゲームで楽しい
時間を過ごしました。
　和見行政区にお住いのみなさん、ご参加お待ちしていま～す。

ボッチャ貸出はじめました！
　東京パラリンピックでも注目を集めた、「ボッチャ」の貸出を

開始しました。

　また、職員によるルール解説や体験のお手伝いも行なってお

りますので、貸出時にはぜひご用命ください。（☎92-2226）
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ご協力いただいた事業者等は次のとおりです。　（令和４年６月２２日現在  敬称略・順不同）

令和4年度 日本赤十字社会員募集の結果について
　５月から実施した日本赤十字社会員募集に際しましては、町民の皆様をはじめ、
多くの方々から温かいご支援・ご協力をいただきました。ありがとうございました。

総 額

2,109,800円

行  政  区　　　    1,861,300円
事業者等                 238,000円
個　　人                 　10,500円

内 訳

㈲馬頭観光タクシー

和地建築㈲

医療法人慈仁会 飯塚医院

ししゅうkabu

㈱本多商会

白寄医院

㈲やまだ薬局

㈲高嶋肥料店

㈲ますや

㈲小島文具店

㈲金子商店

那珂川町商工会

㈲小山田鉄工

川崎工業㈱

那須信用組合馬頭支店

㈲柏屋葬祭

那南霊柩自動車㈲

クリーニングこみね㈱

那須南農業協同組合馬頭支店

㈲橋本油店

医療法人 飯塚歯科医院

㈲桧山商店

㈲肉の薄井

㈲細野新聞舖

㈲イシカワ

三河屋

㈱ダイトー

東洋エレメント工業㈱栃木事業所

㈾油新商店

㈲深沢自動車工業

医療法人社団誠和会 高野病院

㈲スワン縫製

㈲岡工務店

那須南森林組合

㈲フラワーズたかの

小船製材所

㈱ダイサン印刷

㈲大八

㈲馬頭製作所

㈲馬頭浄化福祉センター

㈲大金商会

㈲益子建築

㈲斎藤自動車

㈲小川工務店

㈱関東フーズ

㈲薄井雄一工務店

㈲斉藤化成工業

㈲平成運輸

㈱東邦精機製作所

トーホー工業㈱

㈲バトウ電子工業

岡獣医科医院

那須運送㈲

磯建設㈱

ばとう手づくりハム工房

㈱那須八溝物産 南平台温泉ホテル

いさみ館

東京ガイシ㈱

東家温泉ホテル

谷田農場

㈲那須グリーンエステート

㈲那珂川製作所

㈲近藤商店

㈲バトウタイヤ商会

㈱環境生物化学研究所

㈲和知精工

㈲立花自動車工業

㈲ナベ鶏卵ＧＰセンター

㈱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㈱

㈲高野自動車整備工場

久那瀬漁業生産組合

高野歯科医院

㈲石田工務店

住友金属鉱山シポレックス㈱

前田採石㈱

鈴木建設㈱

まっ白本舗

㈱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㈱

笠井建築事務所㈲

㈲小林工務店

㈲川和工業

関東ユウキ食品工業㈱

栃木ユウキ食品工業㈱

ニットウメタル㈲

㈲御前岩物産センター

栃昭㈱

八溝林業協同組合

㈲鈴木製作所

㈱トーコー

大野ゴム工業㈱

㈾藤田製陶所

ホテル美玉の湯

小川建設㈱

㈱吉野工業所小川第二工場

㈱吉野工業所小川金型工場

川上建設㈲

おたま小川店

㈱田島工業

㈲学遊舎

㈲滝田商店

㈲林屋川魚店

冨士越建設㈱

上野医院

㈱みらい

㈱宮本興業

セブンイレブン小川町小川店

㈱美工電気小川営業所

㈲青柳自動車販売

㈱吉野工業所 那須小川工場

那須小川ゴルフクラブ

手塚設備

㈲ヌヴォラーリ

長谷川歯科クリニック

ピラミッド

ご協力
ありがとう
ございました
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りますので、貸出時にはぜひご用命ください。（☎92-2226）
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ご協力いただいた事業者等は次のとおりです。　（令和４年６月２２日現在  敬称略・順不同）

令和4年度 日本赤十字社会員募集の結果について
　５月から実施した日本赤十字社会員募集に際しましては、町民の皆様をはじめ、
多くの方々から温かいご支援・ご協力をいただきました。ありがとうございました。

総 額

2,109,800円

行  政  区　　　    1,861,300円
事業者等                 238,000円
個　　人                 　10,500円

内 訳

㈲馬頭観光タクシー

和地建築㈲

医療法人慈仁会 飯塚医院

ししゅうkabu

㈱本多商会

白寄医院

㈲やまだ薬局

㈲高嶋肥料店

㈲ますや

㈲小島文具店

㈲金子商店

那珂川町商工会

㈲小山田鉄工

川崎工業㈱

那須信用組合馬頭支店

㈲柏屋葬祭

那南霊柩自動車㈲

クリーニングこみね㈱

那須南農業協同組合馬頭支店

㈲橋本油店

医療法人 飯塚歯科医院

㈲桧山商店

㈲肉の薄井

㈲細野新聞舖

㈲イシカワ

三河屋

㈱ダイトー

東洋エレメント工業㈱栃木事業所

㈾油新商店

㈲深沢自動車工業

医療法人社団誠和会 高野病院

㈲スワン縫製

㈲岡工務店

那須南森林組合

㈲フラワーズたかの

小船製材所

㈱ダイサン印刷

㈲大八

㈲馬頭製作所

㈲馬頭浄化福祉センター

㈲大金商会

㈲益子建築

㈲斎藤自動車

㈲小川工務店

㈱関東フーズ

㈲薄井雄一工務店

㈲斉藤化成工業

㈲平成運輸

㈱東邦精機製作所

トーホー工業㈱

㈲バトウ電子工業

岡獣医科医院

那須運送㈲

磯建設㈱

ばとう手づくりハム工房

㈱那須八溝物産 南平台温泉ホテル

いさみ館

東京ガイシ㈱

東家温泉ホテル

谷田農場

㈲那須グリーンエステート

㈲那珂川製作所

㈲近藤商店

㈲バトウタイヤ商会

㈱環境生物化学研究所

㈲和知精工

㈲立花自動車工業

㈲ナベ鶏卵ＧＰセンター

㈱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㈱

㈲高野自動車整備工場

久那瀬漁業生産組合

高野歯科医院

㈲石田工務店

住友金属鉱山シポレックス㈱

前田採石㈱

鈴木建設㈱

まっ白本舗

㈱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㈱

笠井建築事務所㈲

㈲小林工務店

㈲川和工業

関東ユウキ食品工業㈱

栃木ユウキ食品工業㈱

ニットウメタル㈲

㈲御前岩物産センター

栃昭㈱

八溝林業協同組合

㈲鈴木製作所

㈱トーコー

大野ゴム工業㈱

㈾藤田製陶所

ホテル美玉の湯

小川建設㈱

㈱吉野工業所小川第二工場

㈱吉野工業所小川金型工場

川上建設㈲

おたま小川店

㈱田島工業

㈲学遊舎

㈲滝田商店

㈲林屋川魚店

冨士越建設㈱

上野医院

㈱みらい

㈱宮本興業

セブンイレブン小川町小川店

㈱美工電気小川営業所

㈲青柳自動車販売

㈱吉野工業所 那須小川工場

那須小川ゴルフクラブ

手塚設備

㈲ヌヴォラーリ

長谷川歯科クリニック

ピラミッド

ご協力
ありがとう
ございました
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４月21日～６月20日（敬称略･順不同）

ご 寄 付

・益子　和弘（健武 172・173回）
　　　　　　 　　 　各30,000円
………………………………………
・匿名（571・572回）各10,000円
・連合栃木那須地域協議会　15,000円
………………………………………
・那珂川町文学歴史散歩の会　9,959円
………………………………………
・塩谷南那須地区農業士会　
　　　　　　　　　　　玄米30kg
・連合栃木那須地域協議会
　　　　　　　　 　タオル100本　

福祉振
興基金

善 意
銀 行

その他

物　品

第96号　令和４年７月11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/

ありがとうございました

【日　程】

　　令和４年９月20日（火）

　　午後１時30分～午後３時30分

【場　所】

　　馬頭総合福祉センター

【対　象】

　　那珂川町民先着４名まで

【申　込】

　　那珂川町社会福祉協議会 

　　相談支援係　　☎ ９２－２２２６

　　　　　　   ※事前に予約が必要です。　　

　　　　　　　※予約時に氏名・相談内容等を
　　　　　　　   確認させていただきます。　

※８月２日（火）から受付します。

　遺産相続・遺言、離婚手続・養育費、借金・借地、

賃金・労働問題、悪徳商法、交通事故等の法律に関

する相談に弁護士が応じます。

「令和４年度那珂川町福祉まつり」中止のお知らせ
　令和４年度の「那珂川町福祉まつり」は、新型コロナウイルス
感染症により、来場者及び関係者の健康・安全確
保が困難であるとの判断により、「中止」します。
　なお、代替行事として「障害者スポーツ」の体験
型イベントを計画中です。
　詳細は、内容等が決定次第お知らせいたします。

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。

（サービス内容）

〇福祉サービス利用援助
・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

〇日常的な金銭管理
・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

〇書類等の預かり
・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。

（お問い合わせ）

あすてらすなかがわ（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


