
　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。

　足利赤十字病院にて各種講習会が開催されます。
＊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。
＊講習会場は講堂を使用し、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。
＊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。
＊申込みはホームページまたはＦＡＸ（０２８－６２４－４９４０）で受付けます。
　電話での申込みは受付けておりません。
　ご不明な点は、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】にお問い合わせ
　ください。※平日午前9時～午後5時(土日祝日除きます)

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。

●自治会　　　　　１２，０９４，０３０ 円
●個人社員　　　　　　　３３６，０００ 円
●足利赤十字病院　　１，８３２，６００ 円
●その他　　　　　　　　　　　　　　７ 円

　合　計　 　　　  １４，２６２，６３７ 円

平成２９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。

平成２９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。

赤十字講習会のご案内赤十字講習会のご案内赤十字講習会のご案内赤十字講習会のご案内赤十字講習会のご案内

幼児安全法　支援員養成講習
・6／23(土)、24(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 

全２回 救急法　基礎講習
・7／28(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 

救急法（資格継続研修）
・10／13(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 

救急法　救急員養成講習
・9／8(土) 、9(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 

全２回
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メンテナンス講座（全１回）

傾聴ボランティア講座（全４回）

　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】　　　　　　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　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　NPO法人明るい社会づくり運動足利市協議会
　　　　　　　　　　　　福祉のまちづくり募金　
【さわらごハイム足利】　ＮＰＯ法人三松会　カーブス足利寿　カーブス足利中央　カーブスビバモール足利堀込
　　　　　　　　　　　　株式会社両毛エージェンシー
【泗水学園】　　　　　　日東ベスト株式会社　三育フーズ株式会社　ＮＰＯ法人三松会　宇都宮乳児院　アヲハタ株式会社
　　　　　　　　　　　　株式会社マルヤナギ小倉屋　仙波糖化工業株式会社　川﨑陽子　キューピー株式会社　アイランド足利店
　　　　　　　　　　　　株式会社ホテイフーズコーポレーション　パチンコプラザ ラ・カータ足利店
　　　　　　　　　　　　足利わたらせロータリークラブ　木村高子　株式会社中川文喜堂　持斉征勇　小清水節子
　　　　　　　　　　　　味の素物流株式会社　岩上敏雄他６名　絵本の読み聞かせクルリンパの皆様　㈲トーコーインテック
　　　　　　　　　　　　独協メディカル倶楽部　鴨下匠　㈲ダスカジャパンクァウテモック　　匿名２件　

ご寄附、ご奉仕ありがとうございました
（平成３０年２～３月　敬称略・順不同）

「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30年度の事業と予算のあらまし―

　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。

　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、地域福祉の推進に努めます。
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の事業への支援・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
　・「足利流こども食堂」助成事業の支援　　・障がい児者ふれあいサロン（お陽さまカフェ）の開催
　・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

　在宅の要介護者の支援として、次の事業を実施します。　　　
　・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）

　・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）

　（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

　・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

１．地域福祉の推進

２．介護保険事業等の実施

３．障害児通所支援事業の運営

４．福祉施設等の経営

５．その他の事業

収　支　予　算 （単位：千円）
サ ー ビ ス 区 分

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
居宅介護等事業
指定障害福祉サービス事業
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
居宅介護支援事業
足利市総合福祉センター

合　　　　計　

収 入 額
114,161
13,764
1,332
20,756
1,926
374
9,072
4,600

0
0
0

3,776
119,461
112,123
219,287

310
3,152
66,345
16,599
15,981
39,894
5,927
25,024
7,525

801,389

支 出 額
113,718
14,156
1,402
20,756
1,984
374
9,474
4,500
816
589
8

3,875
118,214
114,642
213,796

310
3,496
60,118
17,395
16,533
39,304
5,795
24,939
7,658

793,852

あしかが社協だより



貸し切りバスでの日帰り旅行。みんなで夏の楽しい思い出を作りませんか？
　＜日　時＞ 8月2日（木）午前9時集合 午後5時30分解散（予定）
　＜行　先＞ 5月21日（月）より当会ホームページでお知らせします。
　　　　　　 ※ ホームページをご覧になれない場合には、地域福祉課（44-0322）までお問合せください。
　＜定　員＞ 80名（昨年参加できなかった方を優先させていただき、定員を超えた場合は抽選になります）
　＜参加費＞ 当事者（障害者手帳、療育手帳を有する本人）3,000円
 大人（中学生以上） 5,000円　小人（小学生まで） 3,000円
 3歳未満は無料（席なし）※参加費は予定額です。
　＜受　付＞ 6月１日（金）午前10時から８日（金）午後５時まで
 ※ 抽選会を行う場合は６月１４日（木）午後６時３０分総合福祉センターで行います。

貸し切りバスでの日帰り旅行。みんなで夏の楽しい思い出を作りませんか？
　＜日　時＞ 8月2日（木）午前9時集合 午後5時30分解散（予定）
　＜行　先＞ 5月21日（月）より当会ホームページでお知らせします。
　　　　　　 ※ ホームページをご覧になれない場合には、地域福祉課（44-0322）までお問合せください。
　＜定　員＞ 80名（昨年参加できなかった方を優先させていただき、定員を超えた場合は抽選になります）
　＜参加費＞ 当事者（障害者手帳、療育手帳を有する本人）3,000円
 大人（中学生以上） 5,000円　小人（小学生まで） 3,000円
 3歳未満は無料（席なし）※参加費は予定額です。
　＜受　付＞ 6月１日（金）午前10時から８日（金）午後５時まで
 ※ 抽選会を行う場合は６月１４日（木）午後６時３０分総合福祉センターで行います。

障がい児者家族交流事業のお知らせ赤い羽根

赤い羽根  市民活動助成金のお知らせ

助成団体：市内で活動する団体
助 成 額：１団体30,000円以内（総額 300,000円）
申請方法：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ください。
受付期間：5月14日（月）～6月15日（金）
問合せ先：地域福祉課　44－0322
　　　　　※ 申請書はホームページからダウンロード可。
　　　　　※ 審査後、決定した団体にご連絡します。
　　　　　※ 詳しくは当会ホームページをご覧ください。

市内で活動する団体が行う地域に根ざした活動を
赤い羽根共同募金が応援します！

当会では、平成３０年度に

「足利流こども食堂」を立ち

上げてくださる団体を募集中

です。詳しくはホームページを

ご覧いただくか、地域福祉課

までご連絡ください。

 TEL 44-0322

福祉標語コンクール入賞者発表！
　平成２９年に開催しました「福祉標語コンクール」において、全１５６点の応募作品が寄せられました。
　厳正なる審査の結果、入賞者は以下のとおり決定いたしました。応募していただいた皆さまには、心より
御礼を申し上げます。
　広く市民の皆さまに福祉への理解を深めていただくため、あしかが社協だよりやホームページ等で掲載させて
いただき周知させていただくとともに、ポケットティッシュや垂れ幕を作成し配布、掲示し活用させていただきます。

小学生の部　「支え合い　地域の絆　深めよう」　　　葉鹿小学校6年　山﨑　心結　様
中学生の部　「助け合う　あなたの心が地域を変える」第三中学校3年　若林　優妃乃　様
一 般 の 部　「人助け　一歩踏み出す　その勇気」　　　足利清風高等学校3年　久明　拓馬　様

小学生の部　矢場川小学校5年　須田陽哉　様、本島花恋　様
中学生の部　第三中学校3年　堀江悠花　様、坂西中学校2年　金子天花　様
一 般 の 部　大塚健吉　様

最優秀賞 ※学校名・学年については、応募当時のものです。

優 秀 賞 ※学校名・学年については、応募当時のものです。

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
平成３０年度募集のお知らせ

しめきり　６月２９日（金）

あしかが社協だより



足利市社会福祉協議会マスコットキャラクターについて、選考の結果「あしのすけ」に決定しました！
今後、社協だよりやホームページ等、多くの場所で活躍しますので、応援よろしくお願いします！
多数のご応募、ご協力をいただき、誠にありがとうございました。

最優秀賞：八谷　早希子 様（北海道江別市）
優 秀 賞：藤岡　麻衣子 様（栃木県小山市）　根岸　紗希 様（東京都練馬区）　天野　穂積 様（静岡県静岡市）

日 時 会 場５月13日(日)
午前９時30分～午後３時

足利市民体育館
体育館内は土足厳禁ですので上履きをご持参ください。

消防車・警察車両の展示

ゆるキャラと遊ぼう！

　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３８回目を迎えます。みんなで楽しい１日を過ごしませんか？
　皆さまのご来場をお待ちしております☆

★ふれあいレクリエーション　★リズム体操クラブ
★足利大学全学応援団・吹奏楽部　★よさこい踊り
★障がい児者和太鼓　★コール・すまいる（合唱）　
★○×クイズ

駐車場は、青葉小学校をご利用ください。

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。

●展示・紹介コーナー
★NPO活動展示　★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
●体験・実演コーナー
★手話　★要約筆記　★点字　★折り紙　★クラフト
★日本赤十字社PR活動　★共同募金会PR活動
★鍼灸マッサージ　★福祉ネイルケア
★おもちゃ病院（午前中のみ、動かなくなったおもちゃをお持ちください。

診断・修理を行います。）　　　
●遊びのコーナー
★スタンプラリー　★ボンボンつり　★落書き板＆お楽しみくじ
★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　

はじめまして♪
足利市社協のマスコットになりました
アシカの「あしのすけ」です♪
足利の“あし”とたすけあいの“すけ”に
ちなんだ名前です。
帽子には、社協のマーク、おなかには
“支え合い”や“やさしい気持ち”を表した
ハートが描かれているよ♪
足利市社協の活動の中で、これから
どんどん活躍するので、みなさん応援
お願いします！

賞品協力店：
社会福祉法人渡良瀬会コミュニティカフェよこまち
香雲堂本店　有限会社ココ・ファーム・ワイナリー
月星食品株式会社　株式会社大麦工房ロア
れんが HONEYGARDEN

ご協力いただき、ありがとうございました。

第38回
足利市 ふれあいふれあいのつどいつどいふれあいふれあいのつどいつどいふれあいふれあいのつどいつどいふれあいのつどい

ステージ
コーナー

●バザー（古本・靴）　●福祉施設製品等の販売
●模擬店（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・焼きいも・東北物産  等）

模擬店・販売コーナー

マスコットキャラクターが決定しました！

あしかが社協だより

写真撮影もできるよ☆

訪問介護事業所「ホームヘルプサービスおとずれ」及び
足利市社協在宅介護支援センターの廃止のお知らせ

　平成１２年の介護保険事業開始当初から実施しておりました訪問介護事業所「ホームヘルプサービスおとずれ」及び
平成２２年から開設されておりました足利市在宅介護支援センターは３月末日をもちまして事業を廃止させていただきました。
　長い間、多くの市民の皆さま方に、ご利用、ご支援を賜わり厚くお礼申し上げます。
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