
　本会では、この募金を活用して、平成31年度に「足利流こども食堂」を立上げる
団体を募集しています。地域と連携をしながら「食」でつながるみんなの居場所
づくりをお考えの方は、ぜひご相談ください。

足利市社会福祉協議会
マスコットキャラクター

あしのすけ

 【足利流こども食堂】設置へのご協力をお願いします

～市民の皆様にご協力いただいた募金を市民の皆様の活動へ～
地域住民が主体となって取り組む地域福祉活動を応援します！

【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、市内で活動し自主運営を
　　　　　　行っているグループ及び団体
【助成金額】１団体50,000円以内（総額400,000円）
【申請方法】募集要項をお読みの上、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。
　　  　　　（ホームページからダウンロード可）
【受付期間】平成31年4月1日（月）～4月26日（金）※ 9時～17時
【決定通知】審査後、決定通知により通知します。
【問合せ先】地域福祉課　TEL　０２８４-４４-０３２２

【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、市内で活動し自主運営を
　　　　　　行っているグループ及び団体
【助成金額】１団体50,000円以内（総額400,000円）
【申請方法】募集要項をお読みの上、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。
　　  　　　（ホームページからダウンロード可）
【受付期間】平成31年4月1日（月）～4月26日（金）※ 9時～17時
【決定通知】審査後、決定通知により通知します。
【問合せ先】地域福祉課　TEL　０２８４-４４-０３２２

とちぎ安心生活支援プロジェクト赤い羽根
「食」でつながる
みんなの居場所

 「足利流こども食堂」は、「食」で
つながる地域の中のみんなの居場所
です。
　あたたかいごはんをみんなでおなか
いっぱい食べながら人とひとがつな
がる、地域の中の安心できる居場所
づくりを赤い羽根共同募金を通じて
応援してください！

【平成31年度目標額】　200,000円
【募金運動期間】　平成31年1月～3月
【募金方法】
　社会福祉協議会にある振込用紙付
専用チラシを使用してください。

平成31年度　赤い羽根　  市民活動助成金申請のお知らせ

詳しくは、地域福祉課へお問合せください。TEL　０２８４-４４-０３２２

No.275
31
3 1

編集発行　足利市社会福祉協議会　TEL 0284（44）0322　ホームページアドレス　http://www.ashikagashakyo.or.jp　e-mail as-sk@watv.ne.jp



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》・地区社会福祉協議会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やあしかが社協だより等の広報活動

平成３０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
計

金　　　額
１１,７０５,４２６円

７９５,７９９円
１,６９９,５３４円
１４,２００,７５９円

備　　　考
２２２自治会

個人７１人及び民生委員等
１７２企業　６４施設　２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) 旭屋豆腐店 (有)あさの印刷 足利印刷㈱
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 足利歯科医師会
足利赤十字病院 足利東都給食(株) (医)太陽会足利第一病院 足利鉄工団地協同組合 足利仏教会
(株)足利モール 公益社団法人足利法人会 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) (有)石内 石川建設(株)栃木支店
(有)伊仙 磯川精機(株) (株)板通　　 犬のドリーム (株)今泉設備工業
(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
(株)大嶋電機商会 岡田冷熱機工(株) 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) (株)金子建設 上村輪店 (有)鹿山製作所
環境衛生管理(株) 菊地歯車(株) (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)　 (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 (株)シーエーシー (株)島田商事
城山カントリー倶楽部(株) 信和防災(有)　 鈴木産業(株) 晴進警備保障(株)　　 (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
トチセン化成工業(株) 栃木県看護協会あしかが (有)ナカヤマ (株)ナルプラ (株)ニチヨー
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)深井製作所 (株)フクダ 藤管工(株) (有)ホアシ　　
保泉工業(株)　　 訪問マッサージきずな　　(株)堀江パーツ工業 (医)孝栄会前沢病院　　 (株)真進建設
(株)増田造園　　 ミコト∞マシナリー(株) 美ッ和印刷(株)　　 (株)みやこや メガネスタジオ永浜　　
(株)ライフケア倶楽部　　(有)三田鶏園　　 藤光建設(株)　　 豊島建設(株) (有)出原設備　
共栄建設工業(株)　　 あさみ観光バス(株)　　 (株)岩脇商店　　 ヴィラドゥ 川﨑モータース
国谷冷暖房サービス (有)栗山電機商会　 (株)群馬フレーベル　　 (株)齋藤設備　　 (株)ジャクエツ宇都宮店
(有)ダスキン両毛 (株)はやぶさ (有)栃木こどものとも社 フナダ(株)　 (有)プランタン
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)
横島畳店 吉永製作(株)　　 両毛通信(株) (株)両毛エージェンシー　両毛酪農業協同組合
(株)蓮岱館 わたらせテレビ(株)　　 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　 社会就労センターきたざと 栃の葉荘　　 シェアハウスPeace
セルプみなみ　 デイアクティビティＷＩＮ 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
麗日荘 一般社団法人まなび学園 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 白鷗大学足利高等学校　　足利大学　　 やままえ保育園
ポッポ保育園 常念寺保育園　　 小俣幼児生活団　　 友愛幼稚園　　 東光寺幼稚園
ふくい保育園　　 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　　 本城保育園　　 愛光園共働舎 ケアハウス天王　　 足利愛光園
足利短期大学　　 こころみ学園　　 足利いずみ幼稚園 ルンビニ保育園 四恩苑
花園幼稚園 吉祥寺 華厳寺　　 金蔵院　　 常念寺　
浄林寺 瑞泉院　　 宗泉寺　　 徳正寺　　 無量院
徳蔵寺厄除ピンポン寺 福厳寺　　 最勝寺 法玄寺 寺岡山元三大師
伊勢神社 東陽院 正慶寺　　 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）
三柱神社 行道山浄因寺　　 光明寺（田島町）　　 御影寺　　 三宝院
長昌寺 宝性寺 元気アップサークル架け橋  匿名１件
朝日カーメンテナンス (株)足利工場 足利コミュニティーカレッジ (医)根岸会足利富士見台病院
北関東綜合警備保障(株)足利支社 (有)ココ・ファーム・ワイナリー 三和シャッター工業(株)足利工場
東京海上日動火災保険(株)(有)高久代理店 (株)商工組合中央金庫足利支店 樺崎工業団地東都セパレーター(株) 
(株)学研エリアマーケット北関東支店 (株)チャイルド本社栃木営業所 栃木県柔道整復師会足利支部
地域活動支援センターハートランド 連合栃木わたらせ地域協議会 認知症高齢者グループホーム陽だまり
足利短期大学附属高等学校 市内の公立保育所（11ヶ所） 居宅介護複合施設うるしばら

（H31.1.31現在）

あしかが社協だより



　足利市社会福祉協議会には、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が寄せられています。いた
だいた寄附金は、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。

【法人本部】新分幸夫　 佐々木克哉　 本澤尚子　 小曽根せつ子 　株式会社マルサン　 江川町女性部　 元気アップクラブ
品田博司　 小野富士男　 諏訪治男　 徳蔵寺　　　 　犬のドリーム　　　 百頭町自治会　 JA足利青壮年部
足利地区経友会一同　 　　　山口ダンスグループ　　 足利市立北中学校生徒会　 足利大学全学応援団 　
両毛ヤクルト販売株式会社　 キルトハウス花もめん　 足利文化協会　 パチンコプラザラカータ足利店
パチンコプラザラカータ花ぞの店　 五家英子とみんなで楽しく踊ろう会足利支部三重スポーツクラブ　  
五家英子車椅子寄贈650台達成記念チャリティー22実行委員会　　　匿名７件

【さわらごハイム足利】佐藤佑香　 齋藤一雄　 NPO法人三松会　   JA足利青壮年部　　  　 絵本の読み聞かせクルリンパ　
石井一枝　 法玄寺　　 アキレス株式会社　 日本出版販売株式会社　 日本児童図書出版協会
匿名１件

【泗水学園】持斉征勇 　　尾花圭子　　 岡崎久子　 　岩上敏雄他６名　  アキレス株式会社　 株式会社チュチュアンナ
森田あい子 　小倉清美　 　井上加寿美 　JA足利青壮年部 　匠屋ラーメン　　　 絵本の読み聞かせクルリンパ
高岩秀峰 　　菊地正明　 　菊池勝次　 　NPO法人三松会　 足利市建築業組合　 有限会社高橋米穀店
齋藤文次郎　 新妻久仁子　 小林春夫　 　ほっともっと　  　日本鏡餅組合　　　 全国シャンメリー協同組合
腰高里弥　　 春木孝夫　　 株式会社栃木サッカークラブ　　アイランド足利店　 ローソン赤見店　　
オウミ技研株式会社　　　  株式会社安納スウィーツファーム農業生産法人　　    毎日新聞東京社会事業団
株式会社北関東マツダ栃木店 　  フィリップモリスジャパン　 足利わたらせロータリークラブ
セカンドハーベスト・ジャパン　 三菱ふそうトラック・バス株式会社　 　匿名11件

【八幡こども館】株式会社進恵技研代表取締役社長佐藤倫幸　 石﨑泰代　 臼井ヒサエ
【足利市視覚障害者福祉ホーム】日本テレビ小鳩文化事業団　 齋藤房子

敬称略・順不同

戸別募金（222自治会） 11,611,843円
街頭募金（5回実施） 64,178円
法人募金（93事業所等）  938,529円
学校募金（64校） 432,149円
職域募金（31事業所等） 976,860円
イベント募金（3回） 41,840円
個人募金（2名） 12,000円
自動販売機募金（1ヶ所） 8,875円
その他（募金箱43ヶ所他）  65,064円

合　　　計 14,151,368円

【配分先】
〇支援を必要とする世帯 340世帯 723人
〇支援を必要とする世帯新入学児童生徒 18世帯 19人
〇在宅心身障がい児 90世帯 91人
〇障がい福祉サービス事業所通所者 35事業所 600人

〇地区社協　 　 高齢者特別会食会  3,133人
　　　　　 　　 特別訪問活動  　3,952人
　　　　　　 　 ふれあい・いきいきサロン 市内 177ヶ所
　　　　　 　 　子育てサロン 市内 13ヶ所
〇配分金事業　　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

足利渡良瀬ゴルフ場様で10/9・11/13に一人200円の寄付つ
き「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130名が参加。
募金箱と合わせて総額31,120円のご寄付をいただきました。

個人・法人・団体（３万円以上）
　・オイレス工業株式会社様
　・曹洞宗栃木県第七教区様
　・足利大学全学応援団様
　・他匿名１名

平成30年度　赤い羽根共同募金実績報告平成30年度　赤い羽根共同募金実績報告

平成30年度　歳末たすけあい募金実績報告平成30年度　歳末たすけあい募金実績報告

＊ご寄附、ご奉仕　ありがとうございました＊  平成30年9月～平成31年1月＊ご寄附、ご奉仕　ありがとうございました＊  平成30年9月～平成31年1月

● 物品寄付　アキレス株式会社様

戸別募金（222自治会） 12,342,196円
福祉募金「福祉鍋」 145,262円
（足利市民生委員児童委員連合会様）
個人・法人・団体等 584,127円
街頭募金 18,467円

合　　　計 13,090,052円

※この募金のうち、6,962,368円が、平成31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。
※今年度ご協力いただきました法人・団体等に
つきましては、社協ホームページに掲載しました。

あしかが社協だより



　聴覚に障がいのある方に対し、手話によるコミュニケー
ション支援を行う手話奉仕員を目指すための講座です。
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11日～3月12日　毎週木曜日
　　　　  （祝日及び、8月15日を除く　全46回）
○時　間　10時～12時
○会　場　総合福祉センター3階
○対　象　手話に興味・関心のある方
○定　員　20名
　　　　　※定員になり次第締め切ります。
○参加費　3,024円（テキスト代）
　　　　　※金額は変更になる場合があります。
○申込み　3月4日（月）10時から電話にて受付。
〇問合せ　ボランティアセンター
　　　　　TEL　０２８４-４４-１３５７

手話奉仕員養成講座

足利市社会福祉協議会  福祉標語足利市社会福祉協議会  福祉標語

「支え合い　地域の絆　深めよう」（小学生の部）

「助け合う　あなたの心が地域を変える」（中学生の部）

「人助け　一歩踏み出す　その勇気」（一 般 の 部）

　11月17日（土）に、市内18の関係機関・団体等31名が
集まり、全国各地で災害ボランティアセンターの運営
支援を行っている特定非営利活動法人にいがた災害
ボランティアネットワーク李仁鉄理事長に講演いただき、
情報交換を行いました。全国的に頻発している災害に
備えるため、日頃からの繋がりが災害時に大きな効果を
発揮することを実感できました。

○聞こえない、聞こえにくいことで困っていませんか？
　人の話が聞こえず悩んだり、テレビの
音が大きいと言われるなど聞こえに不自
由を感じている方やそのご家族・介護者
等を対象に学習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。

　点字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。

〇期　間　5月22日～10月9日　毎週水曜日
　　　　  （8月14日を除く　全20回）
〇時　間　13時～15時
〇会　場　総合福祉センター　3階
〇対　象　点訳に興味・関心のある初心者の方
〇定　員　15名
　　　　　※定員になり次第締め切ります。
〇参加費　930円（テキスト代）
　　　　　※金額は変更になる場合があります。
〇申込み　3月4日（月）10時から電話にて受付。
〇問合せ　ボランティアセンター
　　　　　TEL　０２８４-４４-１３５７

平成31年度
ボランティア活動保険加入受付中
　国内でのボランティア活動中の傷害（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。

※天災タイプは、基本タイプの保障に加え（地震・噴火
　または津波）に起因する被保険者自身のケガを補償し
　ます。
〇補償期間　申込日の翌日午前0時から年度末
　　　　　　（3月31日午後12時）まで
〇申 込 み　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。
〇問 合 せ　ボランティアセンター
　　　　　　TEL　０２８４-４４-１３５７

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

聞こえと難聴の悩み
学習と交流会

日時
平成31年4月11日（木）
　○10時～12時　学習会（受付9時50分まで）
　○13時～15時　難聴者コミュニケーションの
　　体験・交流会

場所
総合福祉センター
　3階　301会議室・302会議室
　　○住所　足利市東砂原後町1072番地
　　○TEL　0284-44-0322

点訳ボランティア養成講座

●聞こえについての学習会
　(ご家族の方も一緒にどうぞ)
●難聴者に役立つ機器の展示・試用など
●難聴者のコミュニケーション方法を
　体験しながら交流します。

〇問合せ　難聴者協会
　　　　　○ＨＰ  http://tochiginancho58.jimdo.com/
　　　　　○TEL  080-8742-9811
　　　　　○FAX  0285-51-1326
　　　　　○E-Mail tcnk@theia.ocn.ne.jp

災害ボランティアセンター
関係機関・団体等

情報交換会を実施しました。

参加無料

予約不要

あしかが社協だより
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