
　１月から３月期の赤い羽根共同募金は、地
域課題解決のためのテーマ型募金です。
　この募金運動期間にお預かりした募金は
すべて「足利流こども食堂」助成事業に活用
されます。平成２８年度は、362,029円のご
協力をいただき、平成２９年１１月、葉鹿地区に
足利流こども食堂「ふれ愛よこまち」がオー
プンしました。

１月から３月期の赤い羽根共同募金

平成29年度目標額 300,000円

募金運動期間 平成30年1月～3月

募金方法

専用の振込用紙がありますので、
社会福祉協議会 地域福祉課へ
お問合せください。（TEL 44-0322）

皆様のあたたかいご協力を
　　　　お願いいたします！

応援したい取り組みを選べる  赤い羽根共同募金
地域のつながり　みんなの居場所「足利流こども食堂」助成事業

みんなでワイワイがやがや！ おなかいっぱい。

　「足利流こども食堂」は、こどもが
ひとりで安心してくることのできる食堂

です。ひとりぽっちの食事を少しでも

減らし、あたたかいごはんをおなかい

っぱい食べることのできる、地域の中の

安心できる居場所づくりを目指します。

「足利流こども食堂」の開設に皆さんの
あたたかいご協力をお願いいたします。
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お預かりした会費につきましては、次のような事業等に使用させていただきました。
　　　主な事業等　・地区社協で実施された地域福祉活動への支援  
　　　　　　　　　・各地区で実施された敬老事業への支援  
　　　　　　　　　・市内の福祉団体への支援　　・広報活動　　など  

平成２９年度足利市社会福祉協議会平成２９年度足利市社会福祉協議会
会員募集にご賛同いただきありがとうございました会員募集にご賛同いただきありがとうございました

平成２９年度足利市社会福祉協議会平成２９年度足利市社会福祉協議会
会員募集にご賛同いただきありがとうございました会員募集にご賛同いただきありがとうございました

平成２９年度足利市社会福祉協議会
会員募集にご賛同いただきありがとうございました

会員の種類
普通会員
特別会員
賛助会員
合　　　計

金　　　額
１１，７９９，２８８円

８０８，４０６円
１，４８０，０００円
１４，０８７，６９４円

備　　　考
２２１自治会
個人７５人及び民生委員等
１６８企業、５０施設、１団体

賛助会員（敬称略・順不同）

(医)恵愛会　青木病院 アキレス(株) 朝日カーメンテナンス (株) 足利工場

旭屋豆腐店 足利小山信用金庫　本店 足利海産(株) 足利ガス(株)

(株)足利銀行　足利支店 足利コミュニティーカレッジ 足利歯科医師会 足利赤十字病院

(医)太陽会　足利第一病院 足利鉄工業(協) 足利鉄工団地協同組合 足利東都給食(株)

(医)根岸会　足利富士見台病院 足利仏教会 公益社団法人足利法人会 (株)足利モール

足利薬剤師会 足利市医師会 足利市浄化槽管理(株) 足利市清掃事業(株)

天笠段ボール工業(株) (株)家富商事 井草花木(株) (株)石井機械製作所

(有)石内 石川建設(株)栃木支店 石川興産(株) (有)伊仙

犬のドリーム (医)杏林会　今井病院 (有)岩崎経営研究所 岩澤建設(株)

(株)宇井精密製作所 (株)衛生管理センター (株)エコアール 江原自動車販売(株)

渡良瀬ホールディング株式会社 (株)大麦工房　ロア 岡部会計事務所 (株)荻野機械製作所

オグラ金属(株) 尾花観光(株) 笠原産業(株) 上村輪店

(有)鹿山製作所 環境衛生管理(株) 菊地歯車(株) 北関東綜合警備保障(株)足利支社

(株)キリウ (株)清国 (有)くわこ商店 (有)香雲堂本店

晃洋設計測量(株) (有)ココ・ファーム・ワイナリー (株)小林電気商会 小林電設(株)

小林理容所 (株)西城 ササキ防災(株) 佐藤精米所

三和シャッター工業(株)足利工場 (株)シーエーシー (株)島田商事 (株)清水製作所

首藤ダンボール(株) (株)商工組合中央金庫足利支店 城山カントリー倶楽部株式会社 信和防災(有)

(有)五月女造園 (有)髙橋米穀店 田島設備(有) (株)田部井製作所

中央労働金庫足利支店 (株)トーコー技研 東京海上日動火災保険(株)(有)高久代理店

樺﨑工業団地 東都セパレーター工業(株) 栃木県看護協会あしかが トチセン化成工業株式会社 

(有)ナカヤマ (株)ナルプラ (株)ニチヨー (株)ニューミヤコホテル

パソコン教室フレール ハッピー金属工業(株) 浜井産業(株)足利工場 (株)ピカテック

(株)日下野商店 (有)樋口製作所 (株)フクダ 福地製パン(有)

藤管工(株)　 (株)フライトワン (有)ホアシ 保泉工業株式会社

訪問マッサージきずな (株)堀江パーツ工業 (株)真進建設 (株)増田造園

ミコト∞マシナリー株式会社 美ッ和印刷(株) メガネスタジオ永浜 谷津商店

柳田(株) 柳田メディア(株) (株)山口建設 ヤマザキ建興(株) 

(有)山芳オート (株)横田商事 吉永製作(株) (株)両毛エージェンシー

両毛通信(株) 両毛酪農業協同組合 連合栃木わたらせ地域協議会 (株)蓮岱館

ヴィラ　ドゥ 栃木県柔道整復師会　足利支部 フナダ(株) 川﨑モータース

(株)はやぶさ (有)インテリアふじくら (有)栗山電機商会 (株)堀江硝子

わたらせテレビ(株) (株)コジマＮＥＷ足利店 (有)栃木こどものとも社 (株)ジャクエツ宇都宮店

（H30.1.31現在）

あしかが社協だより



(株)チャイルド本社栃木営業所 (株)関口書店 (有)プランタン (有)ダスキン両毛

(株)釜屋 (株)学研エリアマーケット北関東支店 (株)足利新聞販売 

丸山木材 高久硝子店 (株)群馬フレーベル フラワーショップ　マーガレット

平塚木工所 イースターヴィレッジ あしかがの森　足利病院 かしわ荘

緑ヶ丘育成園 ルンビニー園 栃の葉荘 社会就労センター 　きたざと

シェアハウスＰｅａｃｅ デイアクティビティＷＩＮ セルプみなみ 清明苑

盛雄苑 義明苑 プロムナードひこや たんぽぽ

湯の里長寿苑 こはく苑 まごころ セルプ絆

一般社団法人まなび学園 麗日荘 グリーンホーム 青空

マーガレットヒルズ ケアハウス田園 ケアハウスひこやの里 足利短期大学附属高等学校

白鷗大学足利高等学校 足利工業大学 やままえ保育園 ポッポ保育園

常念寺保育園 天王保育園 小俣幼児生活団 友愛幼稚園

東光寺幼稚園 山辺幼稚園 ふくい保育園 市内の公立保育所（11ヶ所）

やまゆりの里 やまゆり学園 和見山苑 たすけあい

矢場川幼稚園 ほっとサロン 龍泉寺保育園 愛光園共働舎

ケアハウス天王 足利愛光園 足利短期大学 観音寺 

吉祥寺  華厳寺  金蔵院  常念寺

浄林寺  宗泉寺  徳正寺  無量院

浄徳寺  福厳寺  最勝寺  持宝院

法玄寺  宝珠院  寺岡山元三大師 伊勢神社

東善院 下野國一社八幡宮 日光鹿島神社 東光寺（葉鹿町）

養源寺  萬福寺 龍泉寺（助戸） 長林寺（山川町）

無量寺 元気アップサークル架け橋 匿名　１件

平成29年度 歳末たすけあい募金運動結果
募金総額　　　13,270,745円
　戸別募金（222自治会） 12,382,416円
　個人・法人・団体等     736,927円
　福祉募金「福祉鍋」   124,148円
　（足利市民生委員児童委員連合会）
　街頭募金 27,254円
物品寄附　アキレス株式会社

個人・法人・団体（３万円以上）
・曹洞宗栃木県第七教区　
・オイレス工業株式会社
・足利工業大学全学応援団
・足利工業大学附属高等学校
・匿名　１件

配分先

〇支援を必要とする世帯 376世帯 814人
〇支援を必要とする世帯新入学児童生徒 31世帯 35人
〇在宅心身障がい児 87世帯  89人
〇障がい福祉施設通所者 32事業所 557人
〇地区社協　 　 高齢者特別会食会  3,009人
　　　　　 　　 特別訪問活動  　3,783人
　　　　　　 　 ふれあい・いきいきサロン  194ヵ所
　　　　　 　 　子育てサロン   16ヵ所
〇配分金事業　　ひとり親家庭支援事業
　　　　　 　 　障がい児者ふれあいサロン事業
　　　　　 　 　災害ボランティア講座等
　　　　　 　 　生活困窮者小口資金貸付事業

あしかが社協だより



平成２9年度平成２9年度    赤い羽根共同募金実績赤い羽根共同募金実績報告報告平成２9年度平成２9年度    赤い羽根共同募金実績赤い羽根共同募金実績報告報告平成２9年度  赤い羽根共同募金実績報告

戸別募金（２２２自治会） １１，７６８，３００円

街頭募金（４回実施） ５１，０１７円

法人募金（91事業所等） ９１０，３３０円

学校募金（60校） ４２８，０６７円

職域募金（32事業所等） ９２７，９２８円

イベント募金（3回） ７３，１１３円

個人募金（2名） ９，８５０円

自動販売機募金（２ヶ所） ４，３０８円

その他（募金箱44ヶ所他） ８６，３４７円

合　　　計　 １４，２５９，２６０円

※この募金のうち、6,605,260円が、平成３０年度足利市社会福祉協議会へ配分され、足利市の
　地域福祉活動推進のために大切に活用させていただきます。ご協力ありがとうございました。

足利渡良瀬ゴルフ場様で10/10・11/14に
一人200円の寄附付「赤い羽根　チャリティ
コンペ」が開催されました。両日合わせて
140名が参加。募金箱と合わせて、総額
35,050円のご寄附をいただきました。
（イベント募金）
社会福祉法人豊岡福祉会「うどん子」様より
寄附付商品（生うどん）の売上よりご寄附
をいただきました。（法人募金）

＊

＊

今年もありがとうございました！今年もありがとうございました！

法人募金にご協力いただいた企業・団体（敬称略・順不同）

足利市医師会 アキレス(株) 足利市農業協同組合 シミックCMO(株)足利工場

(株)真進建設 (株)足利モール (福)豊岡福祉会「うどん子」 (有)香雲堂本店

石川建設(株)栃木支店 (株)島田商事 足利小山信用金庫本店総務部 (株)板通　

(株)カザミ 足利ガス(株) 両毛ヤクルト販売(株) 美ツ和印刷(株)

朝日カーメンテナンス(株)足利工場 (医)根岸会足利富士見台病院 ハッピー金属工業(株)

(有)山芳オート (医)太陽会足利第一病院 オグラ金属(株)  氣賀歯科医院

(株)村山製作所 樺崎工業団地管理協会 東都セパレーター工業(株)　 (株)タツミ

足利青果(株) 足利海産(株) (医)孝栄会前沢病院 両毛丸善(株)

磯川精機(株) 東京フォーミング(株) 岩澤建設(株) 足利鉄工団地協同組合

浜井産業(株)足利工場　 三和シャッター工業(株)足利工場 二渡レース(株)　

(株)清国 (株)キリウ　 (株)増田造園 足利歯科医師会

(有)邦史会 藤管工(株) (株)三田鶏園 永倉自動車(有)

(有)シマケン 足利印刷(株) (医)仁窓会福地医院 魚進

サロン有賀 阿部石材店 藤光建設(株) 豊島建設(株)

共栄建設工業(株)　 ヤマザキ建興(株) 江原自動車販売(株) (有)大塚工芸

正和警備保障(株) 和膳匠 響　 あさみ観光バス(株) 鷲尾工務店(株)

(株)田部井製作所 関内科医院 (有)石内　 (株)商工組合中央金庫足利支店

石川興産(株) 家富電設(株) (医)杏林会今井病院 公益社団法人 足利法人会

丸信金属工業(株) 中央労働金庫足利支店 足利麺(株)　 (株)アシセン

さくらファミリー(株) (有)くわこ商店 青木歯科医院　 (株)堀江パーツ工業

㈶栗田美術館足利本館 金子紙器工業(株) 笠原産業(株)　  (株)トチセン

(株)岡ノ谷組 関口書店(株) (株)横田商事 足利清掃事業(株)　

(株)大嶋電機商会 足利吉田プラ工業(株) 日本理化学薬品(株)足利工場　 (有)出原設備

(株)ニッパン 匿名　1件

あしかが社協だより



ごご寄附、ご奉仕
ありがとうございましたご寄附、ご奉仕
ありがとうございましたご寄附、ご奉仕
ありがとうございました

（平成29年9月～平成30年1月　敬称略・順不同）（平成29年9月～平成30年1月　敬称略・順不同）

○法人本部　
徳蔵寺　パチンコプラザ　ラ・カータ花ぞの店　犬のドリーム　株式会社マルサン　篠﨑きみ子　百頭町自治会
二水会　株式会社カシワ建設　五家英子　小曽根せつ子　両毛ヤクルト販売株式会社　ＪＡ足利青壮年部
足利市老人クラブ連合会女性部　足利地区経友会一同　山口ダンスグループ　諏訪治男　篠ひとみリズム体操クラブ
足利工業大学全学応援団　渡良瀬漁業協同組合　品田博司　山井照光　足利文化協会　全労済足利地区共済会
足利市ボランティア協会善意のつどいの会　株式会社フライトワン　哲学の小径　足利市立桜小学校児童会
匿名６件

○さわらごハイム足利　
ＮＰＯ法人三松会　法玄寺　増田説子　齋藤一雄　アキレス株式会社　協和ふわりぃ基金種を蒔く会　萩原道代
匿名１件

○泗水学園　
オウミ技研株式会社　匠屋ラーメン　株式会社チュチュアンナ１％クラブ　笠原千恵子　アイランド足利店
株式会社栃木サッカークラブ　持斉征勇　樋口哲也　加茂川　岩上敏雄他６名　小清水節子
絵本の読み聞かせクルリンパの皆様　矢野茂樹　坂巻光　ＮＰＯ法人三松会　守谷和高　齋藤文次郎
オカリナ演奏３名　株式会社安納スウィーツファーム　ＪＡ足利青壮年部　プロレスリングアライブ
フィリップモリスジャパン合同会社　青木織音　株式会社サンゲツ社長室ＣＳＲ推進課　サンタの会事務局
前原千恵子　ローソン赤見店　菊地正明　株式会社タイセイ　岡﨑久子　伊達直人　白鷗大学足利高等学校演劇部
株式会社北関東マツダ栃木店　春木孝夫　公益財団法人毎日新聞社東京社会事業団　株式会社プレナス　坂巻初江
ムーンバット株式会社　日本鏡餅組合　腰高里弥　小倉清美　アキレス株式会社
楽天株式会社ＥＣカンパニーＣＳＲ課　青木拳斗　八木橋美恵子　大月小学校　笠原富雄　大沼碧咲　髙橋米穀店
全国シャンメリー共同組合　大山孝志　足利わたらせロータリークラブ　高岩秀峰　株式会社雪国まいたけ
株式会社五百川屋商店　ヤマモリ株式会社　株式会社高木商店　米屋株式会社　栃木トヨペット株式会社
佐野短期大学　丸善食品　匿名10件

○八幡こども館　　　
川島敬弘　髙橋一夫　株式会社進恵技研　新井恵美　大竹晶子　大塚早織

両毛ヤクルト販売株式会社様から福祉ヤクルト
収益金の寄附がありました。　

足利市老人クラブ連合会女性部様から
福祉向上のためにと寄附がありました。

　足利市社会福祉協議会では、個人の方をはじめ、法人・団体など、多くの方からの善意のご寄附・ご奉仕をいた

だいております。皆さまの善意は、地域の福祉活動を推進していく事業の大きな支えとなっており、地域福祉の

さらなる向上を目指し、ボランティア活動・福祉事業・啓発活動・施設運営などに活用させていただいております。

あしかが社協だより



　２月４日（日）ユナイテッド・シネマアシコタウンあしかがにおいて、２０８名の方がたにご来場いただき、
第４回赤い羽根シネマを開催いたしました。当日は、ロビーで行いました「ハートショップ（市内福祉サー
ビス事業所）」へもたくさんの方にお立ち寄りいただき、誠にありがとうございました。
　これからも皆さまからお寄せいただきましたご意見を参考に、共同募金会からの配分を有意義に活用した
上映会を企画していきたいと思いますので、今後とも共同募金へのご理解ご協力をお願いいたします。
　また、会場内では、足利流こども食堂へ多くのご寄附をいただきありがとうございました。皆さまからお
預かりしました寄附金は、平成３０
年度の「足利流こども食堂」の立上
げ・運営を支えるために役立たせてい
ただきます。

募金額　１３，３８８円 

  赤い羽根シネマ第４回  赤い羽根シネマ 多くの皆さまのご来場多くの皆さまのご来場
　　　　ありがとうございました！　　　　ありがとうございました！
多くの皆さまのご来場
　　　　ありがとうございました！

　１月２１日（日）足利市総合福祉センターにおいて、講師に
ＮＰＯ法人にいがた災害ボランティアネットワーク理事長の李仁
鉄氏をお招きし、「災害ボランティアセンター設置運営訓練」を
実施しました。災害ボランティアセンターとは、災害が発生した
際に被災者のニーズ（被害の復旧や生活の支援）を把握し、ボラン
ティア希望者との活動の調整を行うなど、災害ボランティア活動
を円滑に進めるための拠点機関です。
　訓練では、運営スタッフ役やボランティア役に分かれて、実際
にボランティアが活動現場に向うまでの流れを確認しました。
　最後には訓練の振り返りを行い、災害ボランティアセンター
の運営やボランティアの活動について、積極的な意見が出されま
した。日頃からいつ起きるか分からない災害に備え、実際に災害が
起こった時に何ができるかということを考える良い機会となりま
した。

災害ボランティアセンター設置運営訓練を
実施しました！実施しました！

災害ボランティアセンター設置運営訓練を
実施しました！

　１１月１９日（日）足利市総合福祉センターにおいて、
「災害ボランティア講座」を開催しました。
　ＮＰＯ法人栃木県防災士会理事長の稲葉茂氏を講師に
迎え、「～自分の命は自分で守る～」と題しての講話と
簡易防災グッズ作り「新聞スリッパ」等の作成を行った
ほか、代表の方に「ダンボールトイレ」を作成していた
だきました。
　防災・減災に対する正しい知識を身につけていただく
機会になりました。

災害ボランティア講座を開催しました！災害ボランティア講座を開催しました！災害ボランティア講座を開催しました！

+

あしかが社協だより



　第３７回ふれあいのつどいが昨年５月１４日（日）に開催され、大勢の方に
ご来場いただき、たくさんの笑顔に出会うことが出来ました。
　第３８回ふれあいのつどいは、５月１３日（日）の開催になります。
会場は、市民体育館です。
　今回も多くの方とたくさんのふれあいができるよう遊びや体験コーナーや福祉
施設での販売コーナーなどを予定しています。ぜひ、ご来場いただき、楽しい
時間を過ごしましょう！
　詳しくは、５月１日号のあしかが社協だよりでお知らせいたします。

第３８回ふれあいのつどい開催日のお知らせ第３８回ふれあいのつどい開催日のお知らせ第３８回ふれあいのつどい開催日のお知らせ第３８回ふれあいのつどい開催日のお知らせ第３８回ふれあいのつどい開催日のお知らせ

　「福祉のまちづくり募金」は、安心で安全な住みやすいまちづくりのために、福祉
教育の推進と充実、地域福祉活動資金などに使われます。現在、市内21店舗に設置して
いただいており、昨年度は24,863円の募金をお預かりいたしました。
　これまでにこの募金を活用し、市内小中学校等の福祉教育で使用する車いすを購入
することができました。
　現在、この趣旨にご賛同いただける募金箱設置店舗等を募集しております。ご協力いただける方は、
足利市社会福祉協議会地域福祉課　TEL 44-0322 までご連絡ください。

〈募金箱設置店舗 （敬称略・順不同） 〉
ニューミヤコホテル別館、あしかがフラワーパーク、犬のドリーム、あしかが整骨院、ＭＯＲＩ屋、東葉館、
繁食堂、ヤマグチスーパー毛野店、マイヨール、ピーターパン、関田園芸、八蔵、Ｈａｉｒ　Ｂｏｏ.Ｍ、
小林理容所、㈱大麦工房ロア（朝倉総本店・工場直営店）、クリーニングハウスドリーム旭町店、
はらスポーツ、Ｓａｍ Ｓａｒａ、フレッシュワン・スイミングクラブ、㈱ライダース・パブリシティ　

（以上２１店舗）

福祉のまちづくり募金箱の設置にご協力ください！

　補聴器等の装用を検討されたり関心がある方、難聴かと悩んだり聞
こえに不自由を感じている方やそのご家族・友人・介護者等を対象
に相談講座と交流会を行います。
　会場では、コミュニケーションに配慮しますので、聞こえない方
でも安心して参加できます。
日時　平成３０年３月４日（日）
　　　１０時～１２時　相談会（受付１１時まで）
　　　１３時～１５時　難聴者コミュニケーションの体験・交流会
会場　足利市助戸公民館
　　　２階「２０１・２０２会議室」・「美術工芸室」
住所　足利市助戸仲町４５３番地２
電話　０２８４－４４－０７９１
お問い合わせ　難聴者協会　
ホームページ　http：//tothiginanncho58.jimdo.com/
TEL　080-8742-9811　　FAX　0285-51-1326
Eメール　tcnk@theia.ocn.ne.jp
主催　特定非営利活動法人　栃木県中途失聴・難聴者協会

　本会は、ボランティア団体と個人ボラ
ンティアの活動を支援するとともに、
相互の連携と親睦を図りながら地域福
祉に貢献することを目的とする市民団
体です。
　主な協会の活動は、毎年、地域の福祉
イベントとして開催している「善意の
つどい」と「ふれあいのつどい」のほか、
国際協力活動として実施している「ア
フリカ救援節食ディナー」などです。
　ただ今、本会では、こうした協会の
活動を更に活性化するため、平成30年
度の新たな会員を募集しています。共
に活動してくださるボランティア仲間
のご加入をお待ちしています。

年会費：団体・個人とも2,000円
問合せ：足利市ボランティア協会
　　　 （足利市民活動センター内）
　　　　TEL 44-7311
　　　 （火・金　午後1時～4時）

聞こえと難聴の悩み

補聴器相談会
聞こえと難聴の悩み

補聴器相談会 参加無料参加無料 予約不要予約不要参加無料 予約不要
足利市ボランティア協会足利市ボランティア協会
会員募集中です会員募集中です

足利市ボランティア協会
会員募集中です

第37回

あしかが社協だより



平成30年度 講座講座のご案内ご案内講座のご案内

　聴覚に障がいのある方に対し、手話によるコミュ
ニケーション支援を行うことが出来る手話奉仕員を
目指すための講座です。聴覚障がい者や手話に
関する知識や技術を習得し、講座終了後は手話奉
仕員として活動していただきます。
◇期　間　４月１２日～３月１４日　毎週木曜日
　　　　　（祝日及び、８月１６日を除く）
◇時　間　午前１０時～１２時
◇会　場　総合福祉センター　３階
◇定　員　２０名
◇対　象　手話に興味・関心のある方
◇参加費　３，２４０円（テキスト代）
　　　　　※金額は変更になる場合があります。
◇申　込　３月５日（月）
　　　　　午前１０時から
　　　　　電話にて受付。
　　　　　※定員になり次第
　　　　　　締め切ります。

　ボランティア活動の機会が多くなると、気になるのは
活動中のケガや事故です。ボランティア保険に加入していれ
ば、傷害（自身のケガ）と賠償責任（活動中に他人の身体や
財物に損害を与えたとき）が保障されます。
次の４コースをご用意しています。

※年度内はいつ加入しても同一額です。なお、ご加入いた
だくには社会福祉協議会に登録が必要です。（平成30年
度より登録ボランティア助成金は廃止となります。）
〇補償期間：申込日の翌日から年度末（３月３１日）まで
〇申込み方法：現金と印鑑、団体で加入される方は加入者

名簿をお持ちのうえ、窓口にお越しください。
ご質問等は、お気軽にお問い合わせください。

　　　　　　　ボランティアセンター　TEL ４４－１３５７

　点訳ボランティアとは、視覚に障がいのある方に
「点字」で様々な情報をお届けする活動です。この
講座では、点訳のルール（初級）や視覚障がい者に
関する基礎知識を習得し、視覚に障がいのある方の
サポートが出来る方を育成するための講座です。
◇期　間　５月９日～９月２６日　毎週水曜日
　　　　　（８月１５日を除く）
◇時　間　午後１時～午後３時
◇会　場　総合福祉センター
　　　　　３階
◇定　員　１５名
◇対　象　点訳に興味・関心のある方
◇参加費　９３０円（テキスト代）
　　　　　※金額は変更になる場合があります。
◇申　込　３月５日（月）午前１０時から電話にて
　　　　　受付。※定員になり次第締め切ります。

ボランティアセンター　TEL４４－１３５７申込・問合せ

Aプラン

３５０円

５００円

基本タイプ

天災タイプ

Bプラン

５１０円

７１０円

平成30年度平成30年度

ボランティア活動保険ボランティア活動保険を
ご活用くださいご活用ください

平成30年度平成30年度

ボランティア活動保険ボランティア活動保険を
ご活用くださいご活用ください

平成30年度

ボランティア活動保険を
ご活用ください

手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座 点訳ボランティア養成講座点訳ボランティア養成講座点訳ボランティア養成講座

あしかが社協だより

　初級課程修了者で視覚障害者の福祉に理解と熱意
があり、朗読奉仕員となることを希望される方対象
の講座です。

〇日　　時：５月２３日～９月５日
　　　　　（毎週水曜日　全１５回　※８月１５日
　　　　　　は除く）
　　　　　　午前１０時～１２時
〇会　　場：足利市視覚障害者福祉ホーム
　　　　　 （足利市相生町３８５）
〇受 講 料：無　料
〇定　　員：２０名（初級課程修了者）
〇申込期間：４月２日（月）～４月２０日（金）
〇申込・問合せ先：
　　　（一社）栃木県視覚障害者福祉協会
 　　　TEL・FAX　０２８（６２５）４９９０

平成３０年度足利市地区
朗読奉仕員養成講座（中級コース）

受講生募集！
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