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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。

　当会の夏休みのイベントと言えば「ボランティアサマース
クール」です。小学生の皆さんに、さまざまな体験をしてい
ただき「福祉」や「ボランティア」に関心を持
っていただきたいと開催しています。
　今年は、「盲導犬」の訓練内容やお仕事を学
んだり、歩行体験をしていただきました。

Ｐ２　　　ボランティアサマースクール

　　　　　ボランティア体験支援事業

Ｐ３〜４　助け合いスマイルセンターからの
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　　　　　中央福祉相談センターのご案内
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今年は「盲導犬」を体験しました！！
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助け合いスマイルセンターからのお知らせ
★傾聴入門講座　開催しました！
　講師は昨年に引き続き、栃木県傾聴ボランティア連絡協議会会長の黒川先生にお願いし、「聴

き上手になろう」をテーマに６月15日、22日、29日の３日間、10名の参加をいただき開催しま

した。

　黒川先生は、傾聴で心がける４つの心得や技能（スキル）について、２人１組での実技やグル

ープワークなどを交えて、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「まずは

家庭内の生活で心がけたい」という声を多くいただきました。参加された皆さん、普段の暮らし

がちょっと変わったでしょうか？

講座の中で先生からお話があった

傾聴を心がける上での

『魔法の言葉』をご紹介します！

春のソナタ… 春らしい陽気の心で

　　　　　  ソ → そうなんだ～

　　　　　  ナ → なるほど～

　　　　　  タ → たいへんだったね！

ぜひ、皆さんも普段の生活の中で、
試してみてください！

 講　 　師
　栃木県傾聴ボランティア連絡協議会
　　　会 長　黒  川　　貢 氏

★傾聴スキルアップ講座　受講生募集！！
　 日　　　時 　10月13日(木）、20日(木）、27日(木）

　　　　　　　いずれも午後１時30分～午後３時30分
　 会　　　場 　馬頭総合福祉センター　研修室１
　 受講対象者　今までに傾聴講座に参加したことがある方
　 定　　　員　20名
　 参　加　費　無料
　 受 付 期 間　９月12日（月）～10月６日（木）
　　　　　　　  ※ なお、定員になり次第締め切ります。
　 申　込　先

　　那珂川町社会福祉協議会内　助け合いスマイルセンター
   　　（平日：午前８時30分～午後５時15分）
　　 ☎　  ０２８７－９２－２２２６
　　FAX　０２８７－９２－１２９５
　　E-MAIL　info@nakagawa.syakyo.com

※なお、新型コロナウイルスの感染状況により、
　開催が中止になる場合がありますので、ご理解と
　ご協力をお願いいたします。

ボランティア専用Twitter

助け合いスマイルセンターでは、

さまざまなボランティアの

情報を発信しています。

ぜひ、ご覧ください！
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ボランティアサマースクールボランティアサマースクール
　今年度も、馬頭高校ボランティア部の協力のもと、町内の小学４年生以上の８名に参加をいた

だき、８月９日開催いたしました。参加された皆さんは体験をとおして「福祉」、「ボランティア」

について学んでいただけたと思います。

中学生・高校生の夏休みのボランティア活動を応援します（ボランティア体験支援事業）

　ボランティアに興味がある、してみたいけれど、どうし

たらいいのかが分からない…そんな学生の皆さんのた

めに、当会では、町内の各施設にご協力をいただき「ボ

ランティア体験支援事業」を実施しました。今年度、活動

希望された学生は24名でしたが、新型コロナウイルス

感染症の影響により受入れが急遽中止となった施設も

あり、５名の学生が元気に町内３カ所の施設で活動をし

ました。

　（公財）東日本盲導犬協会より講師とＰＲ犬アイル

を派遣していただき、いろいろな見えにくさや盲導犬

の一生、訓練内容、お仕事の内容、盲導犬に出会った

時にどうしたらいいのかなどを学び、アイルとのふれ

あいやアイマスクをつけて歩行などの体験をしていた

だきました。

・盲導犬の訓練は、厳しいと思ってい
ましたが、実際は楽しく訓練してい
ることが分かりました。
・盲導犬は、ちゃんと指示にしたがっ

ていることにびっくりしました。
・盲導犬が、ユーザーの目となっていることがわかり
ました。
・目の不自由な人でも、さまざまな見えにくさがある
ことが分かりました。

今回は盲導犬の出張講演！

体験後の
参加者の
感想

体験後の
参加者の
感想

・体験は、はじめてでとても有意義な
体験でした。
・要援護者への接し方を勉強すること
ができた。

・利用者の一日の過ごし方が分かり勉強になりました。
・ボランティア活動はしており、体験をとおして活動
の幅を広げることができたと思います。

体験後の
参加者の
感想

体験後の
参加者の
感想

　受入れにご協力をいただきました
町内施設の方々ありがとうございました。
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総 額

4,048,000円

内 訳

(有)馬頭観光タクシー

和地建築(有)

ししゅうkabu

医療法人慈仁会 飯塚医院

(株)本多商会

スター旅行社

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

肉の薄井

(有)伸和工業

(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

(株)ダイサン印刷

(有)大八

(有)馬頭製作所

(有)馬頭浄化福祉センター

(有)大金商会

(有)益子建築

(有)斎藤自動車

(有)小川工務店

(株)関東フーズ

(有)薄井雄一工務店

(有)斉藤化成工業

(有)平成運輸

特別養護老人ホーム和見の里山

(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

ばとう手づくりハム工房

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

(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

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

(有)川上建設

金澤建設(株)

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

NPO法人ぼらーれ

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)リブハウス

(有)青柳自動車販売

(株)美工電気小川営業所

(有)亀田運送

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

那珂川町議会

ご協力いただいた事業所等は次のとおりです。（令和4年9月1日時点　順不同・敬称略）

普通会員（世帯）  3,526,000円
賛助会員　　　　　144,000円
特別会員　　　　　378,000円　　　　　0円

社会福祉協議会会員募集に
　ご協力いただきありがとうございました
社会福祉協議会会員募集に
　ご協力いただきありがとうございました
社会福祉協議会会員募集に
　ご協力いただきありがとうございました
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ご協力
　ありがとう
　　ございました。

　７月の社会福祉協議会会員募集に、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。詳細は、下記のとおりとなっております。

７月発行96号　記事の訂正について
 5ページ掲載の「貸借対照表の要旨」について、表内
の負債の部 科目の表記に間違いがありましたので、下
記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。
　　「流動資産」　→　「流動負債」
　　「固定資産」　→　「固定負債」

（4）

　町内福祉事業所の作品を展示販売します。この機会に利用

者の方々の作品を、ぜひ、ご覧ください。そして、コロナ禍

の影響により展示販売する機会の減少に悩む事業所を、皆さ

んで支援しましょう。ご協力をよろしくお願いします。

福祉事業所展示販売のお知らせ福祉事業所展示販売のお知らせ

日　　　時　10月18日(火）正午～午後３時30分

場　　　所　馬頭総合福祉センター　研修室２・３・４

出店事業所　大山田ノンフェール、つばさ小川事業所、

　　　　　　なかが和苑、ぼらーれ

写真で紹介した以外にも、いろいろな作品がありますので、ぜひ、皆さん見に来てください！

「介護予防ボランティア研修会」に
　参加しました！

SC活動
報告④

町総務課と一緒に地区防災計画の策定を
進めています！

SC活動
報告③

　いつ起こるかわからない災害に備えるため、また、地域を見

つめなおすきっかけにと、町総務課と一緒に地区防災計画の策

定を進めています。

　８月７日（日）は、松野行政区での説明会にお伺いしました。

現在、町内３行政区において地区防災計画が策定されています。

　策定に関心のある行政区は、社会福祉協議会（☎92-2226）

まで遠慮なくご連絡ください。

　町の介護予防教室をお手伝いいただいている、介護予防ボランティ

ア「ほっとなかがわ」の方々を対象に、スキルアップのための研修が

開催されたので参加させていただきました。

　ボランティアの皆さんは、各グループに分れ、日頃の活動について

思うことを話したり、簡単にできる食べ物ビンゴゲームの体験や、介

護予防運動の再確認を行っていました。

地域の皆さんの健康を支えてくれるボランティアさんに感謝ですね！
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那珂川町議会

ご協力いただいた事業所等は次のとおりです。（令和4年9月1日時点　順不同・敬称略）

普通会員（世帯）  3,526,000円
賛助会員　　　　　144,000円
特別会員　　　　　378,000円　　　　　0円

社会福祉協議会会員募集に
　ご協力いただきありがとうございました
社会福祉協議会会員募集に
　ご協力いただきありがとうございました
社会福祉協議会会員募集に
　ご協力いただきありがとうございました

（5）

ご協力
　ありがとう
　　ございました。

　７月の社会福祉協議会会員募集に、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。詳細は、下記のとおりとなっております。

７月発行96号　記事の訂正について
 5ページ掲載の「貸借対照表の要旨」について、表内
の負債の部 科目の表記に間違いがありましたので、下
記のとおり訂正し、お詫び申し上げます。
　　「流動資産」　→　「流動負債」
　　「固定資産」　→　「固定負債」

（4）

　町内福祉事業所の作品を展示販売します。この機会に利用

者の方々の作品を、ぜひ、ご覧ください。そして、コロナ禍

の影響により展示販売する機会の減少に悩む事業所を、皆さ

んで支援しましょう。ご協力をよろしくお願いします。

福祉事業所展示販売のお知らせ福祉事業所展示販売のお知らせ

日　　　時　10月18日(火）正午～午後３時30分

場　　　所　馬頭総合福祉センター　研修室２・３・４

出店事業所　大山田ノンフェール、つばさ小川事業所、

　　　　　　なかが和苑、ぼらーれ

写真で紹介した以外にも、いろいろな作品がありますので、ぜひ、皆さん見に来てください！

「介護予防ボランティア研修会」に
　参加しました！

SC活動
報告④

町総務課と一緒に地区防災計画の策定を
進めています！

SC活動
報告③

　いつ起こるかわからない災害に備えるため、また、地域を見

つめなおすきっかけにと、町総務課と一緒に地区防災計画の策

定を進めています。

　８月７日（日）は、松野行政区での説明会にお伺いしました。

現在、町内３行政区において地区防災計画が策定されています。

　策定に関心のある行政区は、社会福祉協議会（☎92-2226）

まで遠慮なくご連絡ください。

　町の介護予防教室をお手伝いいただいている、介護予防ボランティ

ア「ほっとなかがわ」の方々を対象に、スキルアップのための研修が

開催されたので参加させていただきました。

　ボランティアの皆さんは、各グループに分れ、日頃の活動について

思うことを話したり、簡単にできる食べ物ビンゴゲームの体験や、介

護予防運動の再確認を行っていました。

地域の皆さんの健康を支えてくれるボランティアさんに感謝ですね！
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http://nakagawa.syakyo.com/

住 所

ＴＥＬ

ＦＡＸ

メールアドレス

受付時間

ホームページ

那珂川町馬頭560-1
馬頭総合福祉センター内　

０７０－２８３１－８８２６

０２８７－９２－１２９５

pony@nakagawa.syakyo.com

ホームページ

QRコード

・ 介護サービスを受けている親と同居していて、仕事もお金もない。
・ 自分も家族も病気があり、借金の問題もある。
・ 生活のしづらさを感じているが、どこにも相談したことがない。
・ 近所に心配な世帯があるが、どこに相談したらよいか分からない。

那珂川町福祉相談事業
制度や相談支援の分野を超えて、
ワンストップでご相談に応じます。

【日　　時】令和４年１１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（先着４名まで）

【申 込 み】町社会福祉協議会　相談支援係     ０２８７（９２）２２２６

【受付期間】１０月４日（火）から

【受付時間】平日の午前８時３０分〜午後５時

※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。

遺産相続・遺言、離婚手続き・養育費、借金・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。

アクセスマップ

月～金　午前８時30分～
　　　　　　　　午後５時15分

中央福祉相談センターのご案内

（6）

活動の様子をツイッターに掲載しています。

デイサービス活動紹介
レクリエーションでは、お手玉積み、カラオケ、出荷ゲームなど

毎週様々な活動を行なっています。

社協
Twitter
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６月21日～８月20日（敬称略･順不同）

ご 寄 付

・益子　和弘（健武 174・175回）

　　　　　　 　　 　各30,000円

………………………………………

・匿名（573・574回）各10,000円

・匿名　　　　　　　 100,000円

・匿名　　　　　　　　15,000円

………………………………………

・匿名　　　　　　　　米　60kg

・退職公務員連盟南那須支部

　那珂川分会　　　 タオル 75本

福祉振
興基金

善 意
銀 行

物　品

第97号　令和４年９月12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

那珂川町では…

○高齢者福祉活動費

・見守り活動

・地域での居場所づくり

・高齢者団体の育成支援　など

○住民全般活動費

・ふくしの町ポスター展

・広報誌発行

・高齢者と子供の交流　など

○児童・青少年福祉活動費

・新入学児童への交通安全傘配付

・子育て支援団体等の育成支援

・ひとり親家庭招待事業　など

○障害児・者福祉活動費

・在宅障害者レクリエーション事業

・障害者団体等の育成支援　など

赤い羽根共同募金に
　ご協力をお願いします！
赤い羽根共同募金に
　ご協力をお願いします！

10/1～

　令和４年度の「那珂川町福祉まつり」は、新

型コロナウィルス感染症により、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

体験型イベントを実施いたします。

①開催時期　　
　令和５年１月下旬～２月上旬予定
②場　　所　
　那珂川町馬頭総合福祉センター
③体験種目　　ボッチャ
④参加対象者　
　那珂川町在住または勤務されている方
⑤参加方法　　事前申込みによる
※詳細につきましては、決定次第、広報誌、
　ツイッター等でお知らせいたします。

「那珂川町福祉まつり」
中止のお知らせ

令和４年度

　今年も、10月1日から全国一斉に赤い羽根共同募金運動が始まります。

　皆様からお寄せいただいた募金は、町内での社会福祉活動の貴重な

財源となる他、県内の民間福祉施設の設備改修・福祉機器整備に使われ

ます。


