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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。

Ｐ２　　　新年のごあいさつ

Ｐ２～３　赤い羽根共同募金運動のご報告
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Ｐ８　　　中央相談センター／無料法律相談の

　　　　　お知らせ／寄付の報告
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「地域密着型ふれあい・いきいきサロン開催中！」
　現在、地区の公民館や集会場を会場に、町内で20のふれあい・いき
いきサロンを開催しています。やはり、皆が集まると、自然と会話や笑
顔も溢れますね。「あんなこと、こんなこと」話題は尽きません。
サロンの開催が、閉じこもりや認知症防止にも一役かっていると自負
しております。
新規開催希望も承ります。お話だけでも結構ですので、当会までお気
軽にご相談ください。
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小川郵便局   
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なす風土記の丘資料館

ヘアーサロンサトウ

◇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。

和洋菓子わみや（百貨店プロジェクト） 道の駅ばとう農産物直売所出荷組合 南平台地蔵菩薩

◇その他募金にご協力いただいた事業者等は、次のとおりです。

（敬称略・順不同）

ココから→

　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。
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（令和４年12月21日現在）

合　計
4,150,911円

戸別募金･･････････ 3,589,300円
法人募金････････････ 353,000円
学校募金･････････････ 34,098円

職域募金･････････････ 42,300円
個人募金･･････････････ 3,000円
その他（募金箱等）････ 129,213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。
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(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
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(有)岡工務店   

那須南森林組合   

(有)フラワーズたかの 
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(有)斎藤自動車   

(有)益子建築   

(有)小川工務店   

(株)関東フーズ  

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明けましておめでとうございます
　皆さまには、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
協議会の各種事業の推進に対し、特段のご理解とご協力を賜り、深く感謝申
し上げます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症、経済低迷、円安やウクライナ紛争にと
もなう相次ぐ商品の値上げなど、暗いニュースが多かった中、年末に開催さ
れたサッカーＷ杯では、日本代表チームが強豪ひしめく予選リーグを１位で通
過、決勝トーナメントで惜しくも敗れはしましたが、チーム一丸となって戦う姿
に胸を熱くする方も多かったのではないのでしょうか。
　さて、世間では、様々な理由により、なんらかの生活上の課題（困りごと）を抱える方が多くなっており、
那珂川町も例外ではありません。以前であれば、このような課題については、家族や親類、ご近所、地域
が解決のための受け皿となっていましたが、核家族化や価値観の変化により、解決が困難な課題が山積
しています。国もこの事態に対応すべく、「地域共生社会の実現」や「重層的支援体制整備事業」などによ
り改善を図っているところです。
　そこで、行政や当会、福祉事業所などの専門職だけではなく、町民、事業者、各種団体など、この町に
住む関係のある方すべてが「チーム那珂川町」となり、課題を「我が事」と捉えて、それぞれが可能な行動
を起こすことが大切であると考えます。
　当会も、「誰もが安心して暮らせる町」というゴールを目指して、役職員が一致団結して様々な事業に取
り組んで参る所存でありますので、ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。
　結びになりますが､いまだ新型コロナウイルス感染症の再拡大が懸念されているところではありますが、
今年が皆さま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。

社会福祉法人
那珂川町社会福祉協議会
会　長　佐 藤 佳 正



（3）

(有)薄井雄一工務店 

(有)斉藤化成工業 

(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 

(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

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   

那珂川町観光協会   

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

なかが和苑   

(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

ヘアーサロンサトウ

◇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   
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(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。

和洋菓子わみや（百貨店プロジェクト） 道の駅ばとう農産物直売所出荷組合 南平台地蔵菩薩

◇その他募金にご協力いただいた事業者等は、次のとおりです。

（敬称略・順不同）

ココから→

　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。
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（令和４年12月21日現在）

合　計
4,150,911円

戸別募金･･････････ 3,589,300円
法人募金････････････ 353,000円
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個人募金･･････････････ 3,000円
その他（募金箱等）････ 129,213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)   

ししゅうkabu

医療法人慈仁会 飯塚医院

(株)本多商会   

白寄医院   
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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
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(有)斎藤自動車   

(有)益子建築   

(有)小川工務店   

(株)関東フーズ  

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明けましておめでとうございます
　皆さまには、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
協議会の各種事業の推進に対し、特段のご理解とご協力を賜り、深く感謝申
し上げます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症、経済低迷、円安やウクライナ紛争にと
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町内　お宝紹介

浄法寺買い物ツアーで
サロンボランティアが活躍

デマンドタクシーを活用した買い物
ツアーで、参加者の募集や当日の引
率をお手伝いいただきました。当日
参加された方には、洋服や食料品の
買い物はもちろんこと、友達と一緒
のお出かけも楽しんで
いただけました。

おはなしボランティア｢たまご｣の
クリスマスおはなし会

絵本の読み聞かせやエプロンシア
ターを多くの親子連れが楽しみま
した。
サンタさんも登場し、子どもたち
へプレゼントが手渡され
ると、子どもたちはとて
も喜んでいました。

地域密着型ふれあい・
いきいきサロン

１１月中旬～１２月の間に、各地
で１７回サロンが開催されまし
た。参加者・協力者が楽しい時間
を過ごしてもらう
ことにより、閉じ
こ も り 防 止 に 繋
がっています。

３年生４名、１年生１名の計５名の部員
で活動しているボランティア部が、赤
い羽根共同募金期間に合わせ、道の駅
ばとうで街頭募金活動を行いました。
募金された方には、馬頭高校で栽培さ
れた「大きなかぶ」をプレゼントし、併
せて学校PRも行いました。

大内行政区防災講演会

突然襲ってくる災害に備えて、県
防災士会の防災士を講師に迎え、
防災講演会が開催されました。
参加された住民の
方々には、防災に
対する意識の向上
が見られました。

小口行政区・松野行政区
地区防災計画策定会議

地域で防災について考える活動が
２つの行政区で始まっています。
いざという時に備えた仕組みと普
段の生活の中でで
きることは何かを
地域の方々が話し
合っています。

馬頭中
メッセージカード配布

町が実施している配食サービス利
用者へ、毎月、生徒が手作りのメ
ッセージカードを送っています。
利用者からは「毎月楽
しみです！」と、う
れしい声が聞こえて
きます。

傾聴サークル

社協主催の傾聴講座を受講した
方々が、個々のレベルアップ研修
や情報交換を目的に立ち上げてい
ます。自主的な
活動を目標に、
少しずつ活動し
ていきます。

「舟戸元気かい」が
年末高齢者宅訪問に協力

行政区が年末に、ひとり暮らしの
高齢者へ見守りを兼ねて届ける、
フラワーアレンジメントを今年も
「舟戸元気かい」が
作りました。高齢者
の方々に、とても喜
ばれています。

スポーツ推進委員会
障害者スポーツ体験

「障害者スポーツから生涯スポー
ツへ」ということで、まずは自分
たちで障害者スポーツを体験しま
した。スポーツ推進委員は、町民
ひとり１スポーツを目指し、地域
のスポーツ活動をお手
伝いしています。

老人クラブ連合会
女性部研修会

「自分のこれからをちょっと考えてみ
ませんか？」ということで、「終活」に
ついての研修会が開催されました。
老人クラブでは、他にもスポーツ活
動や奉仕活動などを
通した仲間づくりを
推進しています。

福祉事業所展示販売

町内福祉事業所が、展示販売会を
開催しました。活動への理解を深
めていただくため、今後も、引き
続き開催を予定し
ていますので、そ
の際はぜひ、足を
運んでください。

馬頭高ボランティア部が
街頭募金を実施

生活支援コーディネーターが、普段の活動の中で、地域で発見した様々な活動を「お
宝」として紹介します。
地域の中には、私が発見出来ていない「お宝」が眠っていると思います。
「お宝」を発見した際には、ぜひ、生活支援コーディネーターまでお知らせください！

のSC活動
報告
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　当会では、町民の皆さまが住み慣れた
まちで安心して生活することができるよ
う、以下の事業を実施しています。利用
にあたり要件がありますので、当会、ま
たは担当地区の民生委員までご連絡くだ
さい。

高齢者や障害者の方の通院を支援します。
対　　象：タクシー以外に通院の手段がなく(デマンドやバスの交通機関を利用することが難しい)、町民税が　
　　　　　非課税または均等割で、次の項目のいずれかに該当する方。(生活保護受給者を除く)
　　　　　・身体障害者手帳所持者で、等級が１級または２級の方
　　　　　・療育手帳所持者で、程度がA１またはA２の方
　　　　　・精神障害者保健福祉手帳所持者で、等級が１級または２級の方
　　　　　・介護保険で、要介護２以上の認定を受けている方
　　　　　・医師に認知症と診断され、デマンドやバスの交通機関を利用することが困難な方
内　　容：距離により月３，０００円～４，０００円分のタクシー券を助成します。

ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯の方の生きがいづくり等を支援します。
対　象：65歳以上の高齢者(地域密着型サロン開催地域以外の方)で、介護保険の要介
　　　　護認定を受けていない方
内　容：年４回程度、総合福祉センター等において、レクリエーションや健康体操等を行
　　　　 います。
　　　　※町内の各行政区において、地域密着型サロンを開催している地区もあります。

寝たきり高齢者や障害者の在宅生活等を支援します。
対　　象：店舗に行くことが困難で、次の項目のいずれかに該当する方
　　　　　・概ね65歳以上の寝たきりの方
　　　　　・身体障害者手帳所持者で、等級が１級、外出が困難な方
内　　容：訪問利用料金のうち、自己負担額５００円を差引いた額の利用券を
　　　　　助成します。利用券は年間４枚まで発行します。

定期的に訪問し、ひとり暮らし高齢者の見守りを行います。
対　　象：80歳以上のひとり暮らし高齢者で、次の項目すべてに該当する方
　　　　　・同一敷地内に家族・親族等が居住していない方
　　　　　・介護保険サービスを受けていない方
　　　　　・町の緊急通報装置を設置していない方
　　　　　・町の配食サービスを受けていない方
内　　容：利用者宅に週２回（地区により１回）訪問し、乳酸菌飲料を直接手渡して
　　　　　安否の確認を行います。　

地域福祉サービス
ご利用ください！
地域福祉サービス
ご利用ください！
福祉タクシー

ふれあい・いきいきサロン(センター型)

訪問理容サービス

乳酸菌飲料宅配による見守り

を
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本格ピザを楽しもう！

障害者スポーツ体験事業

参加者募集中！！なかりんピックボッチャ大会なかりんピックボッチャ大会
　スポーツを通して、障害の有無に関係なく相互の理解を深めるとともに、交流を図り、地域共生社会の実
現を目的として開催します。
　例えば、「障害者スポーツ体験を体験したいが、どこで体験できるのか分からない」、「家族全員でスポ
ーツを楽しみたい」など、興味のある方、ぜひお申込みください。

スポーツをとおし、障害の有無に関係なく相互の理解
を深め、交流を図っていただき、地域共生社会の実現
を目的として開催いたします。
例えば、「障害者スポーツ体験を体験したいが、どこで
体験できるのか分からない」、「家族全員でスポーツを
楽しみたい」など、興味のある方、ぜひお申込みくださ
い。

家族とともに

楽しい時間を過ごし
、

家族の絆をより

深めてみませんか。

令和５年２月２３日（祝）　午前９時～午後１時日　　時

馬頭総合福祉センター場　　所

ボッチャ（１チーム３名）
※ボールを投げるスポーツです。
※大会となっておりますが、初心者大歓迎です。

競技内容

※午前８時45分～午後５時　※土日を除く　　

那珂川町民もしくは、通学・勤務されている方参加対象

１チーム（３名）が決まりましたら、当会窓口にあります
申込用紙に必要事項を記入の上、お申込みください。

申 込 み

そ の 他

令和５年１月27日（金）まで　　16チーム　48名（定員になり次第締切）
午前８時45分～午後５時　※土日を除く

受　　付

・素敵な参加賞を準備しています。
・大会種目以外の障害スポーツ体験も予定しています。

令和５年２月１９日（日）　午前９時～正午まで日　　時

馬頭総合福祉センター　調理室場　　所

那珂川町在住の在宅障害児者家族　10組
　　　　　　　ひ と り 親 家 庭　20組

参加対象

当会窓口にあります申込用紙に
必要事項を記入の上、お申込みください。

申 込 み

募集組数

令和５年１月13日（金）～２月10日（金）まで募集期間

計30組　（定員になり次第締切）

そ の 他 ・調理をしますので、汚れても良い服装、
 エプロン等の準備をお願いします。
・調理は、30分程度で５組毎の入替制となります。
  体験時間帯につきましては、申込後に連絡します。

在宅障害児者家族
交流事業
＆

ひとり親家庭家族
交流事業
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福祉車両を寄贈いただきました！！
　この度、馬頭小川ロータリークラブ様から、クラブ創立50周年記念事業の一環で福祉車両を寄
贈していただきました。
　寄贈された車両は、車いすのまま乗れるように改造されているもので、今後、「福祉車両貸出
事業※」に供させていただき、町民の皆さまの福祉向上に役立たせていただきます。
　馬頭小川ロータリークラブ様、誠にありがとうございました。

※「福祉車両貸出事業」とは･･･日常の移動に車イスが必要な在宅の方を対象とし、通院等の外出時支援の一環として、
　福祉車両の貸出を行っています。詳細は当会までお問い合せください。

↑撮影時のみマスクを外しました

募 集 人 数

業 務 内 容

雇 用 期 間

給 料 等

就 業 時 間 等

休 暇 制 度

応 募 条 件

必 要 書 類 等

応 募 締 切 日

採 用 試 験 等

そ の 他

１名

高齢者の介護全般、レクリエーション

の企画や実施

令和５年３月１日～３月31日

※４月以降、更新の可能性あり

月額　141,900円

月曜日～金曜日

８時30分～17時15分（休憩時間１時間）

年次休暇、特別休暇

・経験不問
　介護職の経験や介護職員初任者研修修了者で
　 あれば尚可

・普通自動車運転免許(AT限定可)所持者

採用申込書、小論文、資格者証(写)

２名

通所介護利用者の食事調理・配膳等

令和５年４月１日～令和６年３月31日

※翌年度以降、更新の可能性あり

時給　915円

月曜日～金曜日のうちの２日または３日

９時00分～15時00分（休憩時間１時間）

年次休暇、特別休暇

・調理業務経験がある方
　栄養士資格、調理師免許所持の方であれば尚可

・普通自動車運転免許(AT限定可)所持者

採用申込書、資格者証(写)

令和５年１月31日(火)まで

１次試験：書類審査　２次試験：面接

その他、ご不明な点は法人運営係までお問い合せください。　☎ (92)2226

介助員(嘱託職員)　 調理担当職員(臨時職員)

社会福祉協議会　職員募集中！
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本格ピザを楽しもう！

障害者スポーツ体験事業

参加者募集中！！なかりんピックボッチャ大会なかりんピックボッチャ大会
　スポーツを通して、障害の有無に関係なく相互の理解を深めるとともに、交流を図り、地域共生社会の実
現を目的として開催します。
　例えば、「障害者スポーツ体験を体験したいが、どこで体験できるのか分からない」、「家族全員でスポ
ーツを楽しみたい」など、興味のある方、ぜひお申込みください。

スポーツをとおし、障害の有無に関係なく相互の理解
を深め、交流を図っていただき、地域共生社会の実現
を目的として開催いたします。
例えば、「障害者スポーツ体験を体験したいが、どこで
体験できるのか分からない」、「家族全員でスポーツを
楽しみたい」など、興味のある方、ぜひお申込みくださ
い。

家族とともに

楽しい時間を過ごし
、

家族の絆をより

深めてみませんか。

令和５年２月２３日（祝）　午前９時～午後１時日　　時

馬頭総合福祉センター場　　所

ボッチャ（１チーム３名）
※ボールを投げるスポーツです。
※大会となっておりますが、初心者大歓迎です。

競技内容

※午前８時45分～午後５時　※土日を除く　　

那珂川町民もしくは、通学・勤務されている方参加対象

１チーム（３名）が決まりましたら、当会窓口にあります
申込用紙に必要事項を記入の上、お申込みください。

申 込 み

そ の 他

令和５年１月27日（金）まで　　16チーム　48名（定員になり次第締切）
午前８時45分～午後５時　※土日を除く

受　　付

・素敵な参加賞を準備しています。
・大会種目以外の障害スポーツ体験も予定しています。

令和５年２月１９日（日）　午前９時～正午まで日　　時

馬頭総合福祉センター　調理室場　　所

那珂川町在住の在宅障害児者家族　10組
　　　　　　　ひ と り 親 家 庭　20組

参加対象

当会窓口にあります申込用紙に
必要事項を記入の上、お申込みください。

申 込 み

募集組数

令和５年１月13日（金）～２月10日（金）まで募集期間

計30組　（定員になり次第締切）

そ の 他 ・調理をしますので、汚れても良い服装、
 エプロン等の準備をお願いします。
・調理は、30分程度で５組毎の入替制となります。
  体験時間帯につきましては、申込後に連絡します。

在宅障害児者家族
交流事業
＆

ひとり親家庭家族
交流事業
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福祉車両を寄贈いただきました！！
　この度、馬頭小川ロータリークラブ様から、クラブ創立50周年記念事業の一環で福祉車両を寄
贈していただきました。
　寄贈された車両は、車いすのまま乗れるように改造されているもので、今後、「福祉車両貸出
事業※」に供させていただき、町民の皆さまの福祉向上に役立たせていただきます。
　馬頭小川ロータリークラブ様、誠にありがとうございました。

※「福祉車両貸出事業」とは･･･日常の移動に車イスが必要な在宅の方を対象とし、通院等の外出時支援の一環として、
　福祉車両の貸出を行っています。詳細は当会までお問い合せください。

↑撮影時のみマスクを外しました

募 集 人 数

業 務 内 容

雇 用 期 間

給 料 等

就 業 時 間 等

休 暇 制 度

応 募 条 件

必 要 書 類 等

応 募 締 切 日

採 用 試 験 等

そ の 他

１名

高齢者の介護全般、レクリエーション

の企画や実施

令和５年３月１日～３月31日

※４月以降、更新の可能性あり

月額　141,900円

月曜日～金曜日

８時30分～17時15分（休憩時間１時間）

年次休暇、特別休暇

・経験不問
　介護職の経験や介護職員初任者研修修了者で
　 あれば尚可

・普通自動車運転免許(AT限定可)所持者

採用申込書、小論文、資格者証(写)

２名

通所介護利用者の食事調理・配膳等

令和５年４月１日～令和６年３月31日

※翌年度以降、更新の可能性あり

時給　915円

月曜日～金曜日のうちの２日または３日

９時00分～15時00分（休憩時間１時間）

年次休暇、特別休暇

・調理業務経験がある方
　栄養士資格、調理師免許所持の方であれば尚可

・普通自動車運転免許(AT限定可)所持者

採用申込書、資格者証(写)

令和５年１月31日(火)まで

１次試験：書類審査　２次試験：面接

その他、ご不明な点は法人運営係までお問い合せください。　☎ (92)2226

介助員(嘱託職員)　 調理担当職員(臨時職員)

社会福祉協議会　職員募集中！
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10月21日～12月20日（敬称略･順不同）

ご 寄 付

・益子　和弘（健武 178・179回）

　　　　　　 　　 　各30,000円

・大金　仁一（大山田下郷）

　　　　　　　　　　 100,000円

………………………………………

・匿名（577・578回）各10,000円

・鈴木建設　ピザ焼きボランティア

　　　　　　　　　　　 5,000円

・匿名　              15,000円

………………………………………

・ＪＡなす南女性部・青壮年部

　　　　　　　　食料品・日用品

・馬頭小川ロータリークラブ

　　　　　　　　福祉車両　１台

福祉振
興基金

善 意
銀 行

物　品

第99号　令和５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/

ありがとうございました

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

【日　時】

　　令和５年３月２２日（水）

　　　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】

　　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。　

　　　　　　  ※２月15日（水）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。

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。


