
　毎年５月は日本赤十字社の創立の月であり、昭和40年から５月を中心として「赤十字会員増強運動」を全国的に
展開しています。日本赤十字社の活動資金は、国や自治体の助成等ではなく、独立した団体として、赤十字会員に
よって毎年一定額を拠出していただく「会費」と一般の皆さまから寄せられる「寄付金」の２つによって支えられて
います。
　お寄せいただきました活動資金につきましては災害救護活動をはじめ、血液事業や救急法等の講習・青少年
赤十字の活動等に有効に活用させていただいております。
　本年度も日本赤十字社の活動資金募集にご理解、ご協力をお願いいたします。

　足利市と足利市社会福祉協議会では、熊本地震が発生した平成２８年４月から、平成２８年熊本地震
災害義援金活動を行いました。多くの市民や団体などから寄せられ、日本赤十字社栃木県支部と栃木県
共同募金会へ送金いたしましたのでご報告させていただきます。
　現在も多くの皆さまから義援金が寄せられているため、平成２８年熊本地震災害義援金は、平成３０年
３月末まで期間延長となりました。引き続き皆さまのご協力をお願いいたします。
※日本赤十字社では、東日本大震災義援金も引き続き平成３０年３月末まで受付いたします。

平成２８年熊本地震災害義援金　７，197，001円　（平成28年４月～平成29年３月末）

日本赤十字社活動資金に
ご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

平成２８年熊本地震災害義援金の報告について

平成２８年度日赤活動資金に
ご協力いただきありがとうございました。

合　計　　　　　 １４，７９６，１９７ 円

結　果
　○自治会
　○個人社員
　○足利赤十字病院
　○その他

１２，６５１，９０９ 円
３３８，０００ 円

１，８０６，２８０ 円
８ 円

事務局：足利市社会福祉協議会
　　　・日本赤十字社栃木県支部足利市地区
　　　・栃木県共同募金会足利市支会
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法人運営事業
地域福祉活動推進事業
ボランティアセンター事業
共同募金配分金事業
意思疎通支援事業
生活福祉資金貸付運営受託事業
日常生活自立支援事業
福祉金庫貸付事業
居宅介護支援事業
居宅介護等事業
指定障害者福祉サービス事業
在宅介護支援センター
足利市視覚障害者福祉ホーム
わかば保育園
しんまち保育園
泗水学園
泗水学園アフターケア事業
泗水学園児童クラブ
さわらごハイム足利
八幡こども館
にしこども館
足利市こども発達支援センター
障害児相談支援事業
足利市総合福祉センター
　　　　合　　計

168,208
15,425
1,317
20,824
2,011
580

10,846
3,000
21,822
30,934
8,657

1
3,777

115,162
102,638
217,604

310
3,153
66,488
16,601
15,982
40,400
5,942
7,495

879,177

168,104
15,408
1,282
20,824
2,106
580

11,247
4,800
27,648
32,245
8,508
92

3,893
113,264
102,180
203,516

340
3,470
65,083
17,358
16,718
42,393
6,399
7,767

875,225

サービス区分
（単位：千円）

収入額
【収支予算】

支出額

【法人本部】
○パチンコプラザ　ラ・カータ花ぞの店　　○パチンコプラザ　ラ・カータ足利店
○小野寺　由子　　○足利工業大学事務局　　○犬のドリーム　　○小曽根　せつ子
○ユニー株式会社アピタ足利店　　匿名１件

【さわらごハイム足利】
○ＮＰＯ法人三松会　　○イイノ楽器　　○法玄寺　　○足利カーブス
○株式会社両毛エージェンシー

【泗水学園】
○相場　皓一、はら　じゅんこ　○開倫ユネスコ協会　　○ダスカジャパンクァウテモック
○齋藤　文次郎　　○ハウス食品株式会社関東工場　　○ＮＰＯ法人三松会
○栃木トヨペット株式会社　　○株式会社エフアンドエフ　　○アイランド足利店
○伊藤　洋一　他６名　　○株式会社両毛エージェンシー　　○匠屋　　○加茂川
○とちぎの雛まつり実行委員会　　○持斉　征勇　　○岩上　敏雄　他６名　　○樋口　哲也
○絵本の読み聞かせクルリンパの皆様　　○上村　秀子　　○石塚　栄治　　○中澤　江里子
○株式会社フォーバル　　○独立行政法人国民生活センター　　匿名４件

ご寄附ありがとうございましたご寄附ありがとうございましたご寄附ありがとうございましたご寄附ありがとうございました
（平成29年２月～３月　敬称略・順不同）

あしかが社協だより



　足利市及び地区社会福祉協議会等関係する機関、団体との協働により、地域福祉に努めます。
事業の概要は次のとおりです。
　・地区社協活動への支援及び充実 ・見守り活動の推進及び充実
　・ふれあいいきいきサロンの普及 ・ふれあい子育てサロンの普及
　・ボランティアの登録、斡旋、紹介 ・ボランティアグループ事業への支援・助成
　・小学生の親子ボランティアスクールの開催
　・中学生、高校生のボランティアスクールの開催
　・災害ボランティアの育成と支援 ・各種ボランティア養成講座の開催
　・日常生活自立支援事業（あすてらすあしかが）の活用促進　　　・成年後見制度の普及啓発
　・子どもの学習支援等事業「学習チャレンジ教室」の開催　　　　・「足利流こども食堂」モデル事業の支援
　・心配ごと相談　　・弁護士相談 ・福祉金庫貸付相談　　・生活福祉資金貸付相談
　・特殊寝台及び車いすの貸与事業　 ・手話通訳者等、要約筆記者等の派遣及び斡旋
　・リフト付き福祉車両の貸出 ・ニュースポーツ器具の貸出

　本会は、社会福祉法に規定する「社会福祉を目的とする事業の企画及び実施」、「社会福祉に関する活動
への住民の参加のための援助」、「社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び
助成」、「社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業」を行うことにより地域福祉の推進を
図る団体であることから、地域福祉を推進する中核的な団体として、誰もが安心して暮らすことができる福祉の
まちづくりを推進します。また、「第３次足利市地域福祉活動計画」に基づき次の事業を実施します。

「共に生き、共に支え合う福祉のまちづくり」「共に生き、共に支え合う福祉のまちづくり」「共に生き、共に支え合う福祉のまちづくり」「共に生き、共に支え合う福祉のまちづくり」
─平成29年度の事業と予算のあらまし─

１. 地域福祉の推進１. 地域福祉の推進１. 地域福祉の推進

在宅の要介護者の支援として、次の事業を実施します。
　・足利市社協在宅介護支援センター
　・居宅介護支援事業　　・介護予防支援事業　　　・足利市介護予防・日常生活支援総合事業
　（ケアプランセンターすまいる）
　・訪問介護事業　　　　・介護予防訪問介護事業　・足利市介護予防・日常生活支援総合事業
　（ホームヘルプサービスおとずれ）

２. 介護保険事業等の実施２. 介護保険事業等の実施２. 介護保険事業等の実施

　（設置経営）　・わかば保育園　　・しんまち保育園
　　　　　　　・足利市総合福祉センター　　・足利市視覚障害者福祉ホーム
　（指定管理）　・母子生活支援施設さわらごハイム足利　　・児童養護施設 泗水学園
　　　　　　　・児童厚生施設 八幡こども館　　・児童厚生施設 にしこども館

５. 福祉施設等の経営５. 福祉施設等の経営５. 福祉施設等の経営

　・居宅介護サービス（ホームヘルプサービスおとずれ）
　・同行援護サービス（ホームヘルプサービスおとずれ）
　・移動支援事業（ホームヘルプサービスおとずれ）

３. 障害福祉サービス等の実施３. 障害福祉サービス等の実施３. 障害福祉サービス等の実施

　・指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所（なかよし）
　・足利市こども発達支援センター（ぽけっとクラブ）

４. 障害児通所支援事業の運営４. 障害児通所支援事業の運営４. 障害児通所支援事業の運営

　・栃木県共同募金会足利市支会事務局として共同募金事業への協力
　・日本赤十字社栃木県支部足利市地区事務局として日本赤十字事業への協力

6. その他の事業6. その他の事業6. その他の事業

あしかが社協だより



②健康づくり・介護（予防）
　事業の推進

○健康づくり、介護予防事業の企画実施
○リフト付き福祉車両の貸出
○特殊寝台及び車いすの貸出　など

③各種団体が取り組む福祉活動の支援

①社協だよりやホームページに
　よる情報の発信

○社協だよりやホームページを活用した相談窓口情報の提供
○地区社会福祉協議会の活動内容についての情報提供
○出前福祉講座の内容についての情報提供　など

③子育て支援の充実 ○ふれあい子育てサロンのＰＲ及び支援　など

②相談窓口の情報提供 ○心配ごと相談、弁護士相談　など

④小地域福祉活動の充実

基本目標３基本目標３「福祉活動の担い手を支援する」
①ボランティアの人材育成
　及び推進

○大人を対象としたボランティア活動につながる
　講座の開催
○小・中学生、高校生を対象としたボランティア
　スクール等の実施
○ボランティア活動者のスキルアップ研修の開催　など

○出前福祉講座等の実施　など

②ボランティア・ＮＰＯに
　対する支援 ○ボランティア活動に関する情報提供体制の充実と

　

相談機能の強化　など

④だれもが安心して集える
　地域での居場所づくり

○ふれあいいきいきサロンの支援
○「足利流こども食堂」モデル事業の支援 など

③生活困窮者自立支援制度の
　取り組み

○足利市子どもの学習支援等事業「学習チャレンジ教室」の実施
○生活福祉資金等の相談及び貸付
○貸付事業にかかわる関係機関との連携　など

基本目標４基本目標４「安心して暮らせる地域づくりを進める」

基本目標５基本目標５「いつでも相談ができ適切な情報が得られる仕組みづくりを進める」

①災害ボランティアの育成と支援
○社協職員を対象とした災害ボランティア講座の開催
○市民を対象とした災害ボランティア講座の開催
○災害ボランティアセンター開設、設置にかかわる
　関係機関・団体等との情報交換会の実施
○被災地の災害ボランティアセンター運営支援の
　ための職員の派遣　など

○支部設置の推進
○支部活動等の事例紹介
○社協だより、ホームページによる地区社会福祉
　協議会活動の紹介
○地区社会福祉協議会長連絡協議会への支援及び
　情報提供
○地域福祉活動者懇談会の開催　など

②日常生活自立支援事業の活用促進
　及び成年後見制度の普及啓発

○日常生活自立支援事業の普及啓発及び生活支援員研修会等の開催
○成年後見制度の理解と普及のためのリーフレットの配布や研修会の開催
○法人後見事業の試行的実施　など

あしかが社協だより

○市民活動助成事業の実施　
○ボランティア活動のための助成金等の情報提供



＜計画の目的＞
　地域福祉は、誰もが地域生活の中で安心して、その人らしい生活を送り続けられるようにするために、
福祉活動などの取り組みをすることであり、計画の主な目的は次のとおりです。
　①　市民や関係団体等の協力を得ながら、より多くの市民の参加を促すことで、足利市の地域福祉
　　　活動がさらに活発になることを目指します。
　②　足利市の地域福祉課題を把握したうえで、その対応策として様々な事業を提案するとともに、
　　　各関係機関・団体間の連携やネットワーク化を促進します。

市民が輝く、あしかが地域福祉活動プラン市民が輝く、あしかが地域福祉活動プラン
第3次足利市地域福祉活動計画がスタート

　地域福祉活動計画は、市民が主役となって福祉活動を進め、新しい時代にふさわしい地域社会を創造
する取り組みのための計画です。様々なきっかけづくりや情報提供、あるいは別々に取り組まれている
事業と事業をつなぎ合わせること、さらに今ある事業を充実させることによって等の様々な取り組みを
通して、より多くの市民や団体が福祉に関わることを願って策定しました。策定にあたっては、策定
委員会を設置し、市民アンケートや懇談会（地区社会福祉協議会・障がい者団体）を実施するなど沢山の方々に
ご協力をいただきました。計画実施にあたり市民の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

＜計画期間＞　平成29年４月～3４年3月

基本目標１基本目標１「皆が参加し支え合う福祉の風土をつくる」

基本目標２基本目標２「住民の身近なところで様々な地域福祉活動を推進する」

①福祉教育の充実 ○福祉に関する標語コンクール
○福祉教育、体験学習への支援　など

②住民に対する福祉への理解の
　促進

○福祉研修会、懇談会の開催
○出前福祉講座の実施
○福祉マップの作成　など

③障がい児者との交流の促進

①見守り活動の充実

○障がい児者とのレクリエーション及び軽スポーツ
　交流会の開催
○障がい児者ふれあいサロンの開催
○地域における障がい者理解のための研修会等の
　実施
○ニュースポーツ器具の貸出　など

○「見守り活動の手引き」の活用
○高齢者等の救急時安心事業の実施　
○ふれあいいきいきサロンの継続と普及
○給食サービス及び会食会従事者対象の食中毒
　予防研修会の開催
○福祉研修会の実施
○福祉協力員設置の推進
○福祉協力員養成講座及びスキルアップ研修の開催
　など

あしかが社協だより



「マスコットキャラクター」募集結果について「マスコットキャラクター」募集結果について
　　あしかが社協だより（平成28年10月１日号）やホームページで募集しました「足利市社協マス
コットキャラクター」について、19点の応募をいただきました。多数の応募をいただきありがとう
ございました。
　選考の結果、入賞者が決まりましたので、お知らせします。
　なお、今回の募集では、最優秀賞の該当作品がありませんでした。改めて、募集を行う予定です。

　足利市内で活動している市民
活動団体が行う、地域に根ざした
活動をするための事業に対して
助成します。
◎助成対象：
　事業計画及び自主財源を基盤と
　した予算が明らかになっており、
　足利市内で活動し、自主運営を
　行っている団体。
◎助成額：
　1団体　３０，０００円以内
　（総額　３００，０００円）
◎申請方法：
　市民活動助成金申請書に必要
　事項を記入し、関係書類を添えて、
　本会に持参して下さい。
　（申請書は、ホームページから
　　もダウンロードできます。）
◎申請受付期間：
　平成29年5月15日（月）～
　　　　　 6月16日（金）
　午前9時～午後5時
◎助成の決定：
　審査後、決定した団体に決定
　通知により通知します。
◎問合せ：
　地域福祉課　☎ ４４－０３２２

＜日にち＞
＜行　先＞

　　　　　
＜対象者＞

＜定　員＞

　　　　　　
　　　　　　　 
　　　　　　　  ＜参加費＞

　　
＜受　付＞

　　　

◎優秀賞

◎賞　品
　１. 商品券５千円
　２. 副賞（協力店の詰合せ）
　賞品協力店：香雲堂本店、有限会社ココ・ファーム・ワイナリー、大和屋（コーヒー専門店）、
　　　　　　　株式会社大麦工房ロア、八幡屋（手島せんべい店）、
　　　　　　　ナチュラルホームウェディング ヴィラドゥ （敬称略）

キャラクター名 応募者
ふれあいちゃん
あしっぴー
アシタン
あしかが社協ちゃん

滝沢　　卓 様
八谷早希子 様
池田　克也 様
前田　昌克 様

―ー　　　　　
障がい児者家族交流事業（赤い羽根助成事業）

≪申込・問合せ≫　地域福祉課　☎ ４４－０３２２　

赤い羽根
市民活動助成事業
赤い羽根
市民活動助成事業

賞品へのご協力ありがとうございました。

あしかが社協だより

平成２９年８月２日（水）
東京スカイツリータウン
※スカイツリー展望台または、すみだ水族館の
入場券付
障害者手帳（療育手帳）または、障害福祉サー
ビス受給者証を有する本人とその家族　　　　　
※　足利市在住の方に限ります。
１００名（同居家族４名程度まで）
※　昨年ご参加いただいた方のお申し込みについ
　ては条件がありますので、事前にお問い合わせ
　ください。
当事者…３,０００円　大　人…４,０００円
小　人…３,０００円（小学生まで）
※　金額は変更となる場合があります。3歳未満は
　無料ですが、座席を有する場合には小人料金が
　必要です。
５月1６日（火）午前１０時から２３日（火）午後
５時まで。電話及び社協窓口で受付します。
※　抽選会を行う場合は、５月３０日（火）午後６時
　３０分から総合福祉センター３階で行います。

※お一人で参加いただく場合は、お申し込みの際にご相談
　ください。



　本会で貸し出しを行っている、ニュースポーツ器具
『ディスカスボード・公式ワナゲ・ペタンク』に加え、
新たに４種類の器具が増えました。

　ニュースポーツとは、こどもから高齢者、障がいの
有無にかかわらず楽しめるスポーツです。
　地域での交流に、ぜひご利用ください！
　器具についての質問や貸出しについては、お気軽に
お問い合わせください。

　去る、３月４日（土）市民会館
小ホールにて、足利市ボラン
ティア協会との共催で開催し、
約350名の市民の皆さまの参加を
いただきました。
　当日は、「あしかが輝き大使」の
堀優衣さんのコンサートが行われ、
のびやかで美しい歌と楽しいトークで
会場も一体となり、心が元気に
なれたひとときでした。
　益金は、（社）協力隊を育てる会を
通して、アフリカ救援として
138,861円を送らせていただく
ことになりました。ご協力ありが
とうございました。

≪申込・問合せ≫　地域福祉課　☎ ４４－０３２２　

ありがとうございましたありがとうございました

第33回アフリカ救援
節食ディナーへのご協力
第33回アフリカ救援
節食ディナーへのご協力

　足利赤十字病院にて各種講習会が開催されます。 受講する際には日本赤十字社栃木県支部
事業推進課　健康安全係【電話：０２８－６２２－４８０１】までお申込みください。
＊講習開催日の３か月前の１日から、開催日の２週間前まで申込を受け付けます。
＊締切りは２週間前、会場は講堂、定員は２０名に達した場合受付終了となります。
＊申込みが５名以下だった場合、中止になることがあります。
＊電話受付 　平日：午前９時 ～ 午後５時まで（土、日、祝日を除きます）
＊受付状況については、日本赤十字社栃木県支部ホームページに掲載しています。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

赤十字講習会のご案内

・6／24(土)、25（日） 午前9時 ～ 午後5時
内　容：子どもに起こりやすい事故の予防と
　　　　対 策 等
対　象：15歳以上
費　用：1,800円

・7／22(土) 午前10時 ～ 午後3時30分
内　容：心肺蘇生、ＡＥＤの使い方 等
対　象：満15歳以上の方
費　用：1,500円

・9／16(土) 午前10時 ～ 午後3時
対　象：各認定証の有効期限が１年以内の方
　　　　ただし、「赤十字救急法基礎講習修了者
　　　　認定証」のみの方は対象外
費　用：800円

・9／23(土) 、24(日) 午前9時 ～ 午後5時
内　容：急病、けがの手当、搬送、救護 等
対　象：救急法基礎講習認定証の有効期限以内
費　用：1,700円

幼児安全法　支援員養成講習（全２回）幼児安全法　支援員養成講習（全２回） 救急法　基礎講習救急法　基礎講習

救急法（資格継続研修）救急法（資格継続研修） 救急法　救急員養成講習（全2回）救急法　救急員養成講習（全2回）

あしかが社協だより



ふれあ
いのつどいふれあ
いのつどいふれあ
いのつどいふれあ
いのつどい

午前９時３０分～午後３時午前９時３０分～午後３時午前９時３０分～午後３時
日時 会場５月14日（日）５月14日（日）５月14日（日）５月14日（日） 足利市民体育館足利市民体育館足利市民体育館足利市民体育館

● 福祉バザー（日用品・食器類など）
● 模擬店
● 福祉施設製品等の販売

☆ふれあい
　レクリエーション
☆歌とバンド演奏
☆足利工業大学全学
　応援団・吹奏楽部

消防車・警察車両の展示!消防車・警察車両の展示!消防車・警察車両の展示!消防車・警察車両の展示!
ユルキャラと遊ぼう!!ユルキャラと遊ぼう!!ユルキャラと遊ぼう!!ユルキャラと遊ぼう!!

☆スタンプラリー　☆ボンボンつり　☆おもちゃランド
☆スーパーボールすくい　☆輪投げ　☆アートモザイク
☆落書き板＆お楽しみくじ

☆手話　☆要約筆記　☆点字　☆折り紙
☆日本赤十字社PR活動　☆共同募金会PR活動
☆鍼 マッサージ　☆車いす体験
☆おもちゃ病院　（動かなくなったおもちゃをお持ちください。
　 診断・修理を行ないます。)

☆人権啓発物品の配布　☆福祉車輌展示
☆盲導犬普及活動　☆川島直人水彩画作品展

　足利市ふれあいのつどいは、足利市内のボランティア団体や社会福祉施設等、足利の
福祉を支える方々が一堂に集い開催する「福祉のつどい」で、今年で37回目を迎えます。
みんなで楽しい１日を過ごしませんか？　皆さんのご来場をお待ちしております!!☆

駐車場は、青葉小・元学町緑地をご利用ください。
駐車スペースには限りがありますので相乗り等
でのご来場にご協力ください。

第         回373737

※体育館内は土足厳禁ですので
　上履きをご持参ください。

（　　　　　　　　　　　　　　　     ）（　　　　　　　　　　　　　　　     ）（　　　　　　　　　　　　　　　     ）焼きそば・寿司・だんご・ホットドッグ・そば・
カレー・喫茶・落書きせんべい・東北物産
焼きそば・寿司・だんご・ホットドッグ・そば・
カレー・喫茶・落書きせんべい・東北物産
焼きそば・寿司・だんご・ホットドッグ・そば・
カレー・喫茶・落書きせんべい・東北物産

写真撮影
もできるょ☆
写真撮影
もできるょ☆
写真撮影
もできるょ☆

足  利  市足  利  市足  利  市

☆よさこい踊り
☆八幡こども太鼓
☆コール・すまいる（合唱）
☆リズム体操クラブ
☆障がい児者和太鼓の会

あしかが社協だより
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