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赤い羽根共同募金運動にご協力をお願いいたします。
毎年、募金へのご理解ご協力をいただきまして大変ありがとうございます。

毎年、募金へのご理解ご協力をいただきまして大変ありがとうございます。 傾聴ボランティア
養成講座  

ひとり親家庭
親子ふれあい事業

期　間

　
場　所
講　師
参加費
定　員
締　切
申込み

※グループワークや簡単な演習があります。

: 11月5日（火）～26日（火）　
  午後1時30分～4時30分
  毎週火曜日　全4回
: 足利市総合福祉センター3階会議室
: 傾聴ハピネス　代表 渡邉純子氏
: 無　料
: 30名
: 10月15日（月）定員になり次第、締切り。
: ボランティアセンター  
　TEL ０２８４－44－1357

参加者募集

〇 地域のみんなで支えるために
　・ 支援を必要とする世帯支援
　・ 社会福祉施設・事業所通所者支援
　・ ひとり親家庭支援事業
　・ 在宅障がい児への支援
　・ 障がい児者ふれあいサロン事業
　・ 生活困窮者小口資金貸付事業　など
〇 地域の福祉活動のために
　・ 年末年始ひとり暮らし高齢者等特別給食会食会
　・ 年末年始ひとり暮らし高齢者等特別訪問活動
　・ ふれあい・いきいきサロン、子育てサロン活動

＜運動期間＞ １０月１日～１2月31日　※ 募金は任意です。決して強制ではありません。

平成30年度の募金実績額は １４，１5１，３６８円で、これが令和元（2019）年度の事業に配分されます
（内訳） 足利市社会福祉協議会への配分金　6,962,368円　　県内の福祉施設整備等、災害積立金　7,189,000円

小学生親子ボランティアスクール

ふれあいのつどい

日　時 ： １２月１日（日）  午後４時30分～７時30分
場　所 ： あしかがフラワーパーク
　　　　イルミネーション見学・特典付き
参加費 ： 無　料
定　員 ： １５組30名
　　　　（足利市内に在住するひとり親世帯の保護
　　　　者とこどもが対象です。こどもは１８才未満
　　　　に限ります。）
申込み ： 10月1５日（火）から10月３１日（木）まで
　　　　電話にて受付。ただし、定員になり次第、締切り。
　　　　TEL 0284－44－0322
その他 ： 元学町緑地より送迎バスを運行します。

足利市ふれあいのつどい事業助成 
小学生の親子ボランティアスクール
障がい児者家族交流事業
赤い羽根シネマ　

市民活動事業助成
地区及び施設敬老会事業助成
足利市ボランティア協会助成　
地区社会福祉協議会活動補助金
ふれあい・いきいきサロン事業助成
子育てサロン事業助成
足利流こども食堂新規立上げ助成　　など

*
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歳末たすけあい運動 にご協力をお願いいたします。 受講生
募集

参加者
募集

　歳末たすけあい運動は、地域の皆さまや民生委員・児童委員をはじめ、多くの方々のご協力
を得て行われます。新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが、地域で安心して生
活することができるよう展開するとともに、住民参加の福祉活動を支援するための募金です。

歳末たすけあい配分事業

〇 安心・安全なまちづくりのために
　・ 災害ボランティア養成講座

● 栃木県共同募金会足利市支会　
● 足利市
● 足利市自治会長連絡協議会　　
● 足利市民生委員児童委員連合会
● 足利市女性団体連絡協議会　　
● 足利市社会福祉協議会

実施団体

〇 安心・安全なまちづくりのために〇 安心・安全なまちづくりのために

募金期間

11/1
12/31《令和元（2019）年度のつかいみち》

令和元年度  足利市社会福祉協議会 職員採用試験のお知らせ

【 申 込 受 付 期 間 】

【 試 験 案 内 】

【 試 験 日 程 】

【 問 合 せ 】

令和元年10月1日（火）～令和元年10月17日（木）
※郵送は令和元年10月17日（木）必着。
　日本郵便による信書の送達に限ります。（メール便不可）
窓口配付もしくは本会ホームページから
ダウンロードしてください。
第1次試験／令和元年10月27日（日）　　　
第2次試験／令和元年11月 9日（土）
※詳細は、本会ホームページをご覧ください。
総務課　TEL 0284－44－0322

【職種、受験資格 等】

受 験 資 格
配属場所

総務課
地域福祉課
施設課

こども発達
支援センター

児童養護施設

職　種受験
区分

事務職員

言語聴覚士

保育士

児童指導員

C

A

B

D

採用人数

1名

1名

若干名

その他

社会福祉士の資格を有する方、
又は、取得見込の場合は、
昭和５０年４月２日以降に
生まれた方

言語聴覚士の資格を有する、
又は、取得見込の方

保育士資格を有する方、
又は、取得見込の方

社会福祉士、社会福祉主事、
教員、幼稚園教諭資格を有する方、
又は、取得見込の方

年齢要件

昭和５５年４月２日から
平成１４年４月１日まで
に生まれた方

昭和５０年４月２日以降
に生まれた方

昭和５０年４月２日以降
に生まれた方

昭和５０年４月２日以降
に生まれた方＜令和元（2019）年度の足利市社協でのつかいみち＞　

おしらせ

今年度は「赤い羽根」に代わり「ありがとうシール」を配布いたします。

No.278
令和元年
10　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

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
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難聴者サロンあしかがは、聞こえの悩みを持つ
方とその悩みを共有したい方たちの交流・情報
交換の場です。
難聴の方も、聞こえに不安や不自由さを感じて
いる方、そのご家族やご友人、ボランティアを
したい方など誰でもお気軽にご参加ください！

平成２７年度から開始したリフト付き福祉車両の貸出し事業ですが、車両の老朽
化により事業を終了いたします。今までご利用されていた皆様にはご不便をおか
けしますが、どうぞよろしくお願いします。
終了年月日：令和元年１２月２０日（金）

聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため、
意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に、
コミュニケーションの支援をするための手話通訳
者等及び要約筆記者等を無料で派遣します。詳細
については、手話通訳者が対応しますのでご相談
ください。
＊内容（営利目的や長期間に及ぶもの等）によっ
ては派遣できないこともあります。

手話 (２回)、要約筆記〈手書き(１回）、パソコ
ン(３回）〉の基礎を学べる講座を開催します。
興味・関心がある方ならどなたでも参加できます。
どうぞお気軽にご参加ください！

手話通訳者等・要約筆記者等
派遣事業をご利用ください 手話・要約筆記きっかけ講座

視力が低下され毎日の生活にお困
りの方やその家族に対して、悩み
ごとの相談や助言、点字やパソコ
ン通信の仕方、歩行の支援などを
おこなう教室を開催しております。
ご利用ください。

足利市社会福祉協議会には、個人をはじめ、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】株式会社みのりファーム・足利介護者さわやか会・栃木県退職公務員連盟足利支部・昭和４４年度北郷中学校卒業生
同窓会参加者一同・パチンコプラザラ・カータ足利店・佐川酒店・愛犬☆ファーム・パチンコプラザラ・カータ花ぞの店・佐々木
克哉・小野トミ子・花輪昇・足利ガス株式会社・小曽根せつ子・大澤由起子・八木節伝承会・徳蔵寺・コールすずらん・公益社団
法人足利法人会・匿名７件
【さわらごハイム足利】絵本の読み聞かせクルリンパ・宗教法人 法玄寺・NPO法人三松会
【泗水学園】高岩秀峰・匠屋ラーメン・アイランド足利店・岩上 敏雄・他６名・絵本の読み聞かせクルリンパ・持斉征勇
木村昌江・足利わたらせロータリークラブ・クラシエール株式会社・公益財団法人足利市みどりと文化・スポーツ財団
株式会社栃木サッカークラブ・株式会社伊藤園・オウミ技研株式会社・ヘアリゾートハギワラ・小林春夫・NPO法人三
松会・リプレット基金事業財団・株式会社タイセイ・芝田明・白鷗大学足利高等学校演劇部・匿名３件
【八幡こども館】石﨑泰代・臼井ヒサエ・堀越幹夫・佐藤朋子・柏瀬ひとみ・株式会社進恵技研代表取締役社長佐藤倫幸

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 
（令和元年6月～8月）

（敬称略・順不同）

リフト付き福祉車両貸出事業の終了について

開 催 日：毎月第２・４木曜日　午後１時３０分～３時３０分
場　　所：足利市総合福祉センター3階会議室
問 合 せ：難聴者サロンあしかが
　　　　　会長／川井嘉雄氏（Eメール dha-kawai@ezweb.ne.jp）
　　　　　　　　中川克己氏（TEL ０９０－９８９３－６１３４）

がはじまりました！

「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）

「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）

足利市社会福祉協議会
福祉標語

平成29年度～令和3年度

設置日：月曜日から金曜日　
　　　　午後１時１５分～５時１５分
場　所：足利市総合福祉センター１階
　　　  （ただし、毎週金曜日は市役所１階障がい福祉課）
問合せ： TEL ０２８４－４４－０３２２　
　　　　 FAX ０２８４－４４－０５２９

期　間：11月7日（木）～12月12日（木）
　　　　午後1時30分～3時30分
　　　　毎週木曜日　全６回
場　所：総合福祉センター3階会議室
参加費：無　料　　　
定　員：20名
申込み：10月３１日（木）まで。
　　　　電話にて受付。
　　　　ただし、定員になり次第締切ります。
　　　　TEL ０２８４－４４－０３２２

期　　間：令和元年１０月３日（木）～令和２年３月２６日（木）
　　　　　毎週木曜日　午後１時～３時
会場及び申込み：足利市視覚障害者福祉ホーム（相生町３８５）
　　　　　　　　TEL ０２８４－４１－２２００（随時受付）

「長いお別れ」
「湯を沸かすほどの熱い愛」の

中野量太監督作品

日　　時　令和2年2月2日（日） 午後０時３０分～４時００分
場　　所　ユナイテッド ・ シネマアシコタウンあしかが
上映作品　「長いお別れ」…「湯を沸かすほどの熱い愛」の中野量太監督作品
参 加 費　お一人様500円（売上金は全て赤い羽根 共同募金に寄附されます）

【ストーリー】ゆっくりと記憶を失っていく父との、お別れまでの7年間。
　　　　　  笑って泣いて、前に進んでいく家族たちの愛のストーリー。
※詳しくは「あしかがみ12月号」でお知らせします。

赤い羽根シネマのご案内赤い羽根シネマのご案内赤い羽根シネマのご案内

「貸切映画上映会」
８月５日（月）１５家族４０名でグリコピア・イーストとムーミンバレー
パークに行ってきました。グリコピア・イーストの工場見学では、見学
の最後にクイズ大会があり、何と１位には賞品が!? 全員真剣モードで、
とても盛り上がりました。 ムーミンバレーパークでは、かわいいムー
ミン達と北欧の風景に癒されました。とにかく外は暑かった！それ
でも参加者皆さん暑さに負けず、笑顔で元気に帰って来ました。

８月２５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「障がい児者家族
交流事業『貸切映画上映会』」を開催しまし
た。この事業は、外出のしづらさを抱える当
事者やその家族を支援することを目的とし
ています。
　当日87名の方が来場し、家族で有意義
な時間を過ごしていただきました。
　上映映画は、大人気作品の『トイ・ストー
リー４』。大きなスクリーンに目を輝かせ、売
店で購入したポップコーンや飲み物を片手
に、皆さんとても楽しんで鑑賞していました。

「日帰りバス旅行」

赤い羽根共同募金配分による障がい児者家族交流事業を実施しました

中途失明者生活訓練教室をご利用ください中途失明者生活訓練教室をご利用ください
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問 合 せ：難聴者サロンあしかが
　　　　　会長／川井嘉雄氏（Eメール dha-kawai@ezweb.ne.jp）
　　　　　　　　中川克己氏（TEL ０９０－９８９３－６１３４）

がはじまりました！

「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）

足利市社会福祉協議会
福祉標語

平成29年度～令和3年度

設置日：月曜日から金曜日　
　　　　午後１時１５分～５時１５分
場　所：足利市総合福祉センター１階
　　　  （ただし、毎週金曜日は市役所１階障がい福祉課）
問合せ： TEL ０２８４－４４－０３２２　
　　　　 FAX ０２８４－４４－０５２９

期　間：11月7日（木）～12月12日（木）
　　　　午後1時30分～3時30分
　　　　毎週木曜日　全６回
場　所：総合福祉センター3階会議室
参加費：無　料　　　
定　員：20名
申込み：10月３１日（木）まで。
　　　　電話にて受付。
　　　　ただし、定員になり次第締切ります。
　　　　TEL ０２８４－４４－０３２２

期　　間：令和元年１０月３日（木）～令和２年３月２６日（木）
　　　　　毎週木曜日　午後１時～３時
会場及び申込み：足利市視覚障害者福祉ホーム（相生町３８５）
　　　　　　　　TEL ０２８４－４１－２２００（随時受付）

「長いお別れ」
「湯を沸かすほどの熱い愛」の

中野量太監督作品

日　　時　令和2年2月2日（日） 午後０時３０分～４時００分
場　　所　ユナイテッド ・ シネマアシコタウンあしかが
上映作品　「長いお別れ」…「湯を沸かすほどの熱い愛」の中野量太監督作品
参 加 費　お一人様500円（売上金は全て赤い羽根 共同募金に寄附されます）

【ストーリー】ゆっくりと記憶を失っていく父との、お別れまでの7年間。
　　　　　  笑って泣いて、前に進んでいく家族たちの愛のストーリー。
※詳しくは「あしかがみ12月号」でお知らせします。

赤い羽根シネマのご案内赤い羽根シネマのご案内赤い羽根シネマのご案内

「貸切映画上映会」
８月５日（月）１５家族４０名でグリコピア・イーストとムーミンバレー
パークに行ってきました。グリコピア・イーストの工場見学では、見学
の最後にクイズ大会があり、何と１位には賞品が!? 全員真剣モードで、
とても盛り上がりました。 ムーミンバレーパークでは、かわいいムー
ミン達と北欧の風景に癒されました。とにかく外は暑かった！それ
でも参加者皆さん暑さに負けず、笑顔で元気に帰って来ました。

８月２５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「障がい児者家族
交流事業『貸切映画上映会』」を開催しまし
た。この事業は、外出のしづらさを抱える当
事者やその家族を支援することを目的とし
ています。
　当日87名の方が来場し、家族で有意義
な時間を過ごしていただきました。
　上映映画は、大人気作品の『トイ・ストー
リー４』。大きなスクリーンに目を輝かせ、売
店で購入したポップコーンや飲み物を片手
に、皆さんとても楽しんで鑑賞していました。

「日帰りバス旅行」

赤い羽根共同募金配分による障がい児者家族交流事業を実施しました

中途失明者生活訓練教室をご利用ください中途失明者生活訓練教室をご利用ください
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赤い羽根共同募金運動にご協力をお願いいたします。
毎年、募金へのご理解ご協力をいただきまして大変ありがとうございます。

毎年、募金へのご理解ご協力をいただきまして大変ありがとうございます。 傾聴ボランティア
養成講座  

ひとり親家庭
親子ふれあい事業

期　間

　
場　所
講　師
参加費
定　員
締　切
申込み

※グループワークや簡単な演習があります。

: 11月5日（火）～26日（火）　
  午後1時30分～4時30分
  毎週火曜日　全4回
: 足利市総合福祉センター3階会議室
: 傾聴ハピネス　代表 渡邉純子氏
: 無　料
: 30名
: 10月15日（月）定員になり次第、締切り。
: ボランティアセンター  
　TEL ０２８４－44－1357

参加者募集

〇 地域のみんなで支えるために
　・ 支援を必要とする世帯支援
　・ 社会福祉施設・事業所通所者支援
　・ ひとり親家庭支援事業
　・ 在宅障がい児への支援
　・ 障がい児者ふれあいサロン事業
　・ 生活困窮者小口資金貸付事業　など
〇 地域の福祉活動のために
　・ 年末年始ひとり暮らし高齢者等特別給食会食会
　・ 年末年始ひとり暮らし高齢者等特別訪問活動
　・ ふれあい・いきいきサロン、子育てサロン活動

＜運動期間＞ １０月１日～１2月31日　※ 募金は任意です。決して強制ではありません。

平成30年度の募金実績額は １４，１5１，３６８円で、これが令和元（2019）年度の事業に配分されます
（内訳） 足利市社会福祉協議会への配分金　6,962,368円　　県内の福祉施設整備等、災害積立金　7,189,000円

小学生親子ボランティアスクール

ふれあいのつどい

日　時 ： １２月１日（日）  午後４時30分～７時30分
場　所 ： あしかがフラワーパーク
　　　　イルミネーション見学・特典付き
参加費 ： 無　料
定　員 ： １５組30名
　　　　（足利市内に在住するひとり親世帯の保護
　　　　者とこどもが対象です。こどもは１８才未満
　　　　に限ります。）
申込み ： 10月1５日（火）から10月３１日（木）まで
　　　　電話にて受付。ただし、定員になり次第、締切り。
　　　　TEL 0284－44－0322
その他 ： 元学町緑地より送迎バスを運行します。

足利市ふれあいのつどい事業助成 
小学生の親子ボランティアスクール
障がい児者家族交流事業
赤い羽根シネマ　

市民活動事業助成
地区及び施設敬老会事業助成
足利市ボランティア協会助成　
地区社会福祉協議会活動補助金
ふれあい・いきいきサロン事業助成
子育てサロン事業助成
足利流こども食堂新規立上げ助成　　など

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

歳末たすけあい運動 にご協力をお願いいたします。

傾聴ボランティア傾聴ボランティア傾聴ボランティア傾聴ボランティア傾聴ボランティア傾聴ボランティア傾聴ボランティア傾聴ボランティア傾聴ボランティア
受講生

募集受講生
募集

ひとり親家庭ひとり親家庭ひとり親家庭ひとり親家庭ひとり親家庭ひとり親家庭ひとり親家庭
参加者

募集参加者
募集

　歳末たすけあい運動は、地域の皆さまや民生委員・児童委員をはじめ、多くの方々のご協力
を得て行われます。新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが、地域で安心して生
活することができるよう展開するとともに、住民参加の福祉活動を支援するための募金です。

歳末たすけあい配分事業

〇 安心・安全なまちづくりのために
　・ 災害ボランティア養成講座

● 栃木県共同募金会足利市支会　
● 足利市
● 足利市自治会長連絡協議会　　
● 足利市民生委員児童委員連合会
● 足利市女性団体連絡協議会　　
● 足利市社会福祉協議会

実施団体

募金期間

11/1
12/31《令和元（2019）年度のつかいみち》

令和元年度  足利市社会福祉協議会 職員採用試験のお知らせ

【 申 込 受 付 期 間 】

【 試 験 案 内 】

【 試 験 日 程 】

【 問 合 せ 】

令和元年10月1日（火）～令和元年10月17日（木）
※郵送は令和元年10月17日（木）必着。
　日本郵便による信書の送達に限ります。（メール便不可）
窓口配付もしくは本会ホームページから
ダウンロードしてください。
第1次試験／令和元年10月27日（日）　　　
第2次試験／令和元年11月 9日（土）
※詳細は、本会ホームページをご覧ください。
総務課　TEL 0284－44－0322

【職種、受験資格 等】

受 験 資 格
配属場所

総務課
地域福祉課
施設課

こども発達
支援センター

児童養護施設

職　種受験
区分

事務職員

言語聴覚士

保育士

児童指導員

C

A

B

D

採用人数

1名

1名

若干名

その他

社会福祉士の資格を有する方、
又は、取得見込の場合は、
昭和５０年４月２日以降に
生まれた方

言語聴覚士の資格を有する、
又は、取得見込の方

保育士資格を有する方、
又は、取得見込の方

社会福祉士、社会福祉主事、
教員、幼稚園教諭資格を有する方、
又は、取得見込の方

年齢要件

昭和５５年４月２日から
平成１４年４月１日まで
に生まれた方

昭和５０年４月２日以降
に生まれた方

昭和５０年４月２日以降
に生まれた方

昭和５０年４月２日以降
に生まれた方＜令和元（2019）年度の足利市社協でのつかいみち＞　

おしらせ

今年度は「赤い羽根」に代わり「ありがとうシール」を配布いたします。

No.278
令和元年
10　1
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