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台風19号により被災された方へお見舞い申し上げます台風19号により被災された方へお見舞い申し上げます

　令和元年１０月の台風１９号により足利市内では甚大
な浸水被害等が発生しました。
　１０月１４日に「足利市災害ボランティアセンター」
を設置し、239件のボランティア活動依頼に対して、
延べ1,819名のボランティアの方々にご協力いただき
ました。１２月２７日以降は「足利市被災者支援ボラン
ティアセンター」として引き続き被災者支援を継続して
います。

　毎年、全国各地で大きな災害が発生しています。今後
も足利市内で大きな自然災害が発生することに備えてお
くことが肝要です。
　足利市社会福祉協議会では今後も災害ボランティアセ
ンターの機能充実や地域での見守り活動への協力を進め
ていきます。

　毎年、全国各地で大きな災害が発生しています。今後
も足利市内で大きな自然災害が発生することに備えてお
くことが肝要です。
　足利市社会福祉協議会では今後も災害ボランティアセ
ンターの機能充実や地域での見守り活動への協力を進め
ていきます。 災害ボランティアセンターの様子

　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、講座修了後は手話奉仕員と
して活動していただく事を目的に行います。

○期　間　４月９日～３月18日　毎週木曜日
　　　　（祝日及び８月13日を除く）
○時　間　午前10時～正午
○場　所　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　3,300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９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。
○問合せ　ボランティアセンター（福祉センター内）
　　　　　0284－44－1357

　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。

○期　間　５月13日～９月23日　毎週水曜日
○時　間　午後１時～午後３時
○場　所　総合福祉センター３階
○定　員　15名
○対　象　点訳に興味・関心のある初心者の方
○参加費　590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９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。
○問合せ　ボランティアセンター（福祉センター内）
　　　　　0284－44－1357

足利市こども発達支援センター分割移転等のお知らせ

手話奉仕員養成講座

1月から3月期の 〔足利流 こども食堂〕 設置等助成事業 へのご協力をお願いします！

　この募金運動期間にお預かりした募金はすべて「食」でつながるみんなの居場所 【足利流こども食堂】設置等助成事業に活用
されます。昨年度は、384,938円のご協力をいただき、今年度北郷地区に3か所目の足利流こども食堂「魔女の台所」がオー
プンしました。

点訳ボランティア
　　　　養成講座

「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

ボランティア活動の様子ボランティア活動の様子

市内では甚大な浸水被害が発生市内では甚大な浸水被害が発生

「足利流 こども食堂」魔女の台所　の様子

住所 ： 足利市相生町１番地１　
　　   足利市生涯学習センター２階
TEL ： ０２８４－２２－７２７７
　　　（４月１日から利用できます）

●こども発達支援センター
　 ぱれっとクラブあしかが（新規開設）

住　所 ： 足利市東砂原後町１０７２番地
　　　　足利市総合福祉センター２階
ぽけっとTEL ： ０２８４－４４－７２８８
なかよしTEL ： ０２８４－４４－７２８９

●こども発達支援センター
　 ぽけっとクラブあしかが（名称変更）

●相談支援事業所なかよし

【令和元（2019）年度目標額】　200,000円
【募金運動期間】　令和2年1月～3月
【募 金 方 法】　社会福祉協議会にある
　　　　　　　　　専用チラシを使用
　　　　　　　　　してください。
【問 合 せ】　地域福祉課 
　　　　　　　　　0284－44－0322

足利市災害ボランティアセンターへのご支援・ご協力ありがとうございました。足利市災害ボランティアセンターへのご支援・ご協力ありがとうございました。

　足利市民活動センターが３月３１日をもって閉館するため、４月１日から足利市こども
発達支援センター及び相談支援事業所なかよしは総合福祉センター及び生涯学習センターに
分割移転します。
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　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。

　長年実施してきました特殊寝台（ベッド）貸与事業は特殊寝台（ベッド）の老朽化
と借用希望者数の減少に伴い、令和2年3月31日をもって終了させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

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9月～令和２年1月）（敬称略・順不同）

令和元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

お預かりした会費は、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

会員の種類
普通会員
特別会費
賛助会員

計

金　　額    
11 , 457 ,566円

 785 ,300円
 1 ,508 ,745円

 13 ,751 ,611円

備　　考
222自治会

個人75人及び民生委員等
168企業54施設1団体

（Ｒ2.1.31現在）

(医)恵愛会青木病院 
足利ガス(株) 
足利鉄工団地(協) 
足利市医師会 
(有)石内 
足利☆愛犬ファーム 
(株)エコアール 
尾花観光(株) 
環境衛生管理(株) 
(株)西城 
(有)五月女造園 
(株)トーコー技研 
トチセン化成工業(株) 
ハッピー金属工業(株) 
(株)深井製作所 
訪問マッサージきずな 
ミコト∞マシナリー(株) 
豊島建設(株) 
(株)岩脇商店 
(株)群馬フレーベル 
(株)はやぶさ 
柳田メディア(株) 
両毛通信(株) 
(株)ニューミヤコホテル 
丸山木材 
緑ヶ丘育成園 
盛雄苑 
こはく苑 
グリーンホーム 
足利大学 
友愛幼稚園 
和見山苑 
足利短期大学 
龍泉寺保育園 
常念寺 
無量院 
正慶寺 
龍泉寺（助戸） 
本源寺 

アキレス(株)
(株)足利銀行足利支店
足利東都給食(株)
足利市浄化槽管理(株)
石川建設(株)栃木支店
(株)今泉設備工業
(株)大嶋電機商会
笠原産業(株)
菊地歯車(株)
ササキ防災(株)
(有)髙橋米穀店
信和防災(有)
(有)ナカヤマ
浜井産業(株)足利工場
(株)フクダ 
(株)堀江パーツ工業
美ッ和印刷(株)
(有)出原設備
ヴィラドゥ
(株)齋藤設備
フナダ(株) 
ヤマザキ建興(株)
両毛酪農業協同組合
(株)釜屋
(株)横田商事
ルンビニー園
義明苑 
まごころ 
青空 
やままえ保育園
東光寺幼稚園
たすけあい 
こころみ学園
足利幼稚園 
浄林寺 
福厳寺 
下野國一社八幡宮
長林寺（山川町）
光得寺 

足利印刷(株)
足利歯科医師会
足利仏教会 
足利市清掃事業(株)
(有)伊仙 
(有)岩崎経営研究所
岡部会計事務所
(株)金子建設
(株)キリウ 
佐藤精米所 
田島設備(有)
鈴木産業(株)
(株)ナルプラ
(株)ピカテック
藤管工(株) 
(医)孝栄会前沢病院
メガネスタジオ永浜
共栄建設工業(株)
川﨑モータース
(有)ダスキン両毛
(有)プランタン
(有)横島畳店
わたらせテレビ(株)
(株)ダイケン
イースターヴィレッジ
栃の葉荘 
プロムナードひこや
セルプ絆 
マーガレットヒルズ
ポッポ保育園
ふくい保育園
矢場川幼稚園
足利いずみ幼稚園
吉祥寺 
瑞泉院 
法玄寺 
日光鹿島神社
三柱神社 
自性院 

足利小山信用金庫本店 
足利赤十字病院 
公益社団法人足利法人会
天笠段ボール工業(株) 
磯川精機(株) 
岩澤建設(株) 
(株)荻野機械製作所 
上村輪店 
(株)清国 
(株)島田商事 
(株)田部井製作所 
東都セパレーター(株) 
(株)ニチヨー 
(株)日下野商店 
(有)ホアシ 
(株)真進建設 
(有)三田鶏園 
あさみ観光バス(株) 
国谷冷暖房サービス 
(株)チャイルド本社栃木営業所
谷津商店 
吉永製作(株) 
協同組合足利給食センター
(株)太鼓橋 
あしかがの森足利病院 
シェアハウスＰｅａｃｅ 
たんぽぽ 
一般社団法人まなび 
ケアハウス田園 
常念寺保育園 
やまゆりの里 
愛光園共働舎 
ルンビニ保育園 
華厳寺 
宗泉寺 
寺岡山元三大師 
東光寺（葉鹿町） 
御影寺 
長林寺（西宮町） 

足利海産(株) 
(医)太陽会足利第一病院
(株)足利モール 
井草花木(株) 
(株)板通 
(株)宇井精密製作所 
オグラ金属(株) 
(有)鹿山製作所 
(有)くわこ商店 
城山カントリー倶楽部(株)
中央労働金庫足利支店 
栃木県看護協会あしかが
パソコン教室フレール 
(有)樋口製作所 
保泉工業(株) 
(株)増田造園 
藤光建設(株) 
ステーキハウス さく渡
(有)栗山電機商会 
(有)栃木こどものとも社
柳田(株) 
(株)両毛エージェンシー
正和警備保障(株) 
(株)楯建設 
かしわ荘 
セルプみなみ 
湯の里長寿苑 
麗日荘 
ケアハウスひこやの里
小俣幼児生活団
やまゆり学園 
足利愛光園 
山辺幼稚園 
金蔵院 
徳正寺 
東陽院 
養源寺 
東善院 
明林寺 

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
関東観光コンサルタント(株)
地域活動支援センターハートランド
認知症高齢者グループホーム陽だまり
匿名１件

足利コミュニティーカレッジ
栃木県柔道整復師会足利支部
連合栃木わたらせ地域協議会
居宅介護複合施設うるしばら
白鷗大学足利高等学校

(株)学研エリアマーケット北関東支店
(株)商工組合中央金庫足利支店
東京海上日動火災保険(株)(有)高久代理店
デイアクティビティＷＩＮ
足利短期大学附属高等学校

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
就労継続支援部ハロージョブ
就労継続支援Ｂ型事業所たすく
社会就労センターきたざと

賛助会員  （敬称略・順不同）

令和元（２０１９）年度赤い羽根共同募金実績報告書令和元（２０１９）年度赤い羽根共同募金実績報告書
　10/8・11/12に足利渡良瀬ゴルフ場主催の一人200円
の寄附つき「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131名が参加され、募金箱と合わせて
30,943円のご寄附をいただきました。台風19号による大
きな被害にあわれた中、大変ありがとうございました。

※ この募金のうち、6,319,349円が令和2年度に足利市社会福祉協議会へ配分され、足利市の地域福祉
　 推進のために大切に活用させていただきます。　　
※ 今年度ご協力いただきました法人・団体につきましては、社協ホームページに掲載します。

（222自治会）
（3回）
（90事業所）
（59校）
（28事業所）
（4回）
（2名）
（2か所）
（26か所）

円
円
円
円
円
円
円
円
円

11,411,624 
55,399 

980,087 
382,769 
934,496 
46,267 
10,300 
13,248 
47,159 

ご協力ありがとうございました！

【法人本部】
PPP45°　　　　　小曽根せつ子  MC HUMAN RESOURCES株式会社　　名草地区社会福祉協議会
田幡昌代　　　　　足利文化協会  メンタルヘルスボランティアフレンド　　豊中市社会福祉協議会
仁木清一　　　　　江川町女性部  パチンコプラザ ラ・カータ足利店　　　 　足利大学附属高等学校
藤生道夫　　　　　オフィスチーコ　　　　有限会社三友経営総合事務所　　　　　　パチンコプラザ ラ・カータ花ぞの店
佐々木克哉　　　　足利地区経友会 北関東綜合警備保障株式会社　　　　　　山口ダンスグループ
上地由依加　　　　足利アドラー塾 足利市女性団体連絡協議会　　　　　　　足利☆愛犬ファーム
篠﨑きみ子　　　　Snackmikiハウス 明治安田生命保険相互会社　　　　　　　株式会社あなはら
百頭町自治会　　　第一生命労働組合 両毛ヤクルト販売株式会社　　　　　　　品田博司  
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　　　　　　　　　　足利大学全学応援団 
足利市立第二中学校特別支援学級　　　　　匿名15件

【さわらごハイム足利】
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  
アキレス株式会社 株式会社協和  法玄寺  匿名１件

【泗水学園】
ふくや  　齋藤文次郎  　岩上敏雄他６名  　　　株式会社チュチュアンナ
持斉征勇 　匠屋ラーメン  　アイランド足利店 　　　　　　　全国シャンメリー協同組合
齋藤昭一 　JA足利青壮年部 　株式会社サンライフ  　　　絵本の読み聞かせクルリンパ
小林春夫 　坂巻光  　足利わたらせロータリークラブ 　　　社会福祉法人足利むつみ会
腰高里弥 　小倉清美  　株式会社プレナスほっともっと
法玄寺  　髙沢友佳里  　株式会社北関東マツダ栃木店
日本鏡餅組合 　岡田義則  　アキレス株式会社
春木孝夫 　二瓶由佳子　　　　　　　毎日新聞東京社会事業団 　
菊地正明　　　　　岡崎久子　　　　　　　　NPO法人三松会
佐藤さかえ　　　　高岩秀峰　　　　　　　　オウミ技研株式会社　　　
読売新聞東京本社世界の野球グローブ支援プロジェクト　　　匿名７件

【八幡こども館】斎藤進　　　佐藤朋子　　　柏瀬ひとみ　　　臼井ヒサエ

【にしこども館】匿名２件

特殊寝台（ベッド）貸与事業が終了します特殊寝台（ベッド）貸与事業が終了します

個 別 募 金
街 頭 募 金
法 人 募 金
学 校 募 金
職 域 募 金
イベント募金
個 人 募 金
自販機募金
そ の 他
合　　計 ＜赤い羽根障がい児者家族交流事業＞＜赤い羽根障がい児者家族交流事業＞ ＜赤い羽根小学生親子ボランティアスクール＞＜赤い羽根小学生親子ボランティアスクール＞

【足利市視覚障害者福祉ホーム】
公益財団法人日本テレビ小鳩文化事業団 令和２年１月２８日、オウミ技研株式会社 河野社長（写真左）より

泗水学園（本会 岩田会長（写真右））へ寄附をいただきました。

13,881,349円

2020. 3. 12020. 3. 1 あしかが社協だより 【2】あしかが社協だより【3】



　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。

　長年実施してきました特殊寝台（ベッド）貸与事業は特殊寝台（ベッド）の老朽化
と借用希望者数の減少に伴い、令和2年3月31日をもって終了させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

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9月～令和２年1月）（敬称略・順不同）

令和元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

お預かりした会費は、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

会員の種類
普通会員
特別会費
賛助会員

計

金　　額    
11 , 457 ,566円

 785 ,300円
 1 ,508 ,745円

 13 ,751 ,611円

備　　考
222自治会

個人75人及び民生委員等
168企業54施設1団体

（Ｒ2.1.31現在）

(医)恵愛会青木病院 
足利ガス(株) 
足利鉄工団地(協) 
足利市医師会 
(有)石内 
足利☆愛犬ファーム 
(株)エコアール 
尾花観光(株) 
環境衛生管理(株) 
(株)西城 
(有)五月女造園 
(株)トーコー技研 
トチセン化成工業(株) 
ハッピー金属工業(株) 
(株)深井製作所 
訪問マッサージきずな 
ミコト∞マシナリー(株) 
豊島建設(株) 
(株)岩脇商店 
(株)群馬フレーベル 
(株)はやぶさ 
柳田メディア(株) 
両毛通信(株) 
(株)ニューミヤコホテル 
丸山木材 
緑ヶ丘育成園 
盛雄苑 
こはく苑 
グリーンホーム 
足利大学 
友愛幼稚園 
和見山苑 
足利短期大学 
龍泉寺保育園 
常念寺 
無量院 
正慶寺 
龍泉寺（助戸） 
本源寺 

アキレス(株)
(株)足利銀行足利支店
足利東都給食(株)
足利市浄化槽管理(株)
石川建設(株)栃木支店
(株)今泉設備工業
(株)大嶋電機商会
笠原産業(株)
菊地歯車(株)
ササキ防災(株)
(有)髙橋米穀店
信和防災(有)
(有)ナカヤマ
浜井産業(株)足利工場
(株)フクダ 
(株)堀江パーツ工業
美ッ和印刷(株)
(有)出原設備
ヴィラドゥ
(株)齋藤設備
フナダ(株) 
ヤマザキ建興(株)
両毛酪農業協同組合
(株)釜屋
(株)横田商事
ルンビニー園
義明苑 
まごころ 
青空 
やままえ保育園
東光寺幼稚園
たすけあい 
こころみ学園
足利幼稚園 
浄林寺 
福厳寺 
下野國一社八幡宮
長林寺（山川町）
光得寺 

足利印刷(株)
足利歯科医師会
足利仏教会 
足利市清掃事業(株)
(有)伊仙 
(有)岩崎経営研究所
岡部会計事務所
(株)金子建設
(株)キリウ 
佐藤精米所 
田島設備(有)
鈴木産業(株)
(株)ナルプラ
(株)ピカテック
藤管工(株) 
(医)孝栄会前沢病院
メガネスタジオ永浜
共栄建設工業(株)
川﨑モータース
(有)ダスキン両毛
(有)プランタン
(有)横島畳店
わたらせテレビ(株)
(株)ダイケン
イースターヴィレッジ
栃の葉荘 
プロムナードひこや
セルプ絆 
マーガレットヒルズ
ポッポ保育園
ふくい保育園
矢場川幼稚園
足利いずみ幼稚園
吉祥寺 
瑞泉院 
法玄寺 
日光鹿島神社
三柱神社 
自性院 

足利小山信用金庫本店 
足利赤十字病院 
公益社団法人足利法人会
天笠段ボール工業(株) 
磯川精機(株) 
岩澤建設(株) 
(株)荻野機械製作所 
上村輪店 
(株)清国 
(株)島田商事 
(株)田部井製作所 
東都セパレーター(株) 
(株)ニチヨー 
(株)日下野商店 
(有)ホアシ 
(株)真進建設 
(有)三田鶏園 
あさみ観光バス(株) 
国谷冷暖房サービス 
(株)チャイルド本社栃木営業所
谷津商店 
吉永製作(株) 
協同組合足利給食センター
(株)太鼓橋 
あしかがの森足利病院 
シェアハウスＰｅａｃｅ 
たんぽぽ 
一般社団法人まなび 
ケアハウス田園 
常念寺保育園 
やまゆりの里 
愛光園共働舎 
ルンビニ保育園 
華厳寺 
宗泉寺 
寺岡山元三大師 
東光寺（葉鹿町） 
御影寺 
長林寺（西宮町） 

足利海産(株) 
(医)太陽会足利第一病院
(株)足利モール 
井草花木(株) 
(株)板通 
(株)宇井精密製作所 
オグラ金属(株) 
(有)鹿山製作所 
(有)くわこ商店 
城山カントリー倶楽部(株)
中央労働金庫足利支店 
栃木県看護協会あしかが
パソコン教室フレール 
(有)樋口製作所 
保泉工業(株) 
(株)増田造園 
藤光建設(株) 
ステーキハウス さく渡
(有)栗山電機商会 
(有)栃木こどものとも社
柳田(株) 
(株)両毛エージェンシー
正和警備保障(株) 
(株)楯建設 
かしわ荘 
セルプみなみ 
湯の里長寿苑 
麗日荘 
ケアハウスひこやの里
小俣幼児生活団
やまゆり学園 
足利愛光園 
山辺幼稚園 
金蔵院 
徳正寺 
東陽院 
養源寺 
東善院 
明林寺 

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
関東観光コンサルタント(株)
地域活動支援センターハートランド
認知症高齢者グループホーム陽だまり
匿名１件

足利コミュニティーカレッジ
栃木県柔道整復師会足利支部
連合栃木わたらせ地域協議会
居宅介護複合施設うるしばら
白鷗大学足利高等学校

(株)学研エリアマーケット北関東支店
(株)商工組合中央金庫足利支店
東京海上日動火災保険(株)(有)高久代理店
デイアクティビティＷＩＮ
足利短期大学附属高等学校

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
就労継続支援部ハロージョブ
就労継続支援Ｂ型事業所たすく
社会就労センターきたざと

賛助会員  （敬称略・順不同）

令和元（２０１９）年度赤い羽根共同募金実績報告書令和元（２０１９）年度赤い羽根共同募金実績報告書
　10/8・11/12に足利渡良瀬ゴルフ場主催の一人200円
の寄附つき「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131名が参加され、募金箱と合わせて
30,943円のご寄附をいただきました。台風19号による大
きな被害にあわれた中、大変ありがとうございました。

※ この募金のうち、6,319,349円が令和2年度に足利市社会福祉協議会へ配分され、足利市の地域福祉
　 推進のために大切に活用させていただきます。　　
※ 今年度ご協力いただきました法人・団体につきましては、社協ホームページに掲載します。

（222自治会）
（3回）
（90事業所）
（59校）
（28事業所）
（4回）
（2名）
（2か所）
（26か所）

円
円
円
円
円
円
円
円
円

11,411,624 
55,399 

980,087 
382,769 
934,496 
46,267 
10,300 
13,248 
47,159 

ご協力ありがとうございました！

【法人本部】
PPP45°　　　　　小曽根せつ子  MC HUMAN RESOURCES株式会社　　名草地区社会福祉協議会
田幡昌代　　　　　足利文化協会  メンタルヘルスボランティアフレンド　　豊中市社会福祉協議会
仁木清一　　　　　江川町女性部  パチンコプラザ ラ・カータ足利店　　　 　足利大学附属高等学校
藤生道夫　　　　　オフィスチーコ　　　　有限会社三友経営総合事務所　　　　　　パチンコプラザ ラ・カータ花ぞの店
佐々木克哉　　　　足利地区経友会 北関東綜合警備保障株式会社　　　　　　山口ダンスグループ
上地由依加　　　　足利アドラー塾 足利市女性団体連絡協議会　　　　　　　足利☆愛犬ファーム
篠﨑きみ子　　　　Snackmikiハウス 明治安田生命保険相互会社　　　　　　　株式会社あなはら
百頭町自治会　　　第一生命労働組合 両毛ヤクルト販売株式会社　　　　　　　品田博司  
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　　　　　　　　　　足利大学全学応援団 
足利市立第二中学校特別支援学級　　　　　匿名15件

【さわらごハイム足利】
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  
アキレス株式会社 株式会社協和  法玄寺  匿名１件

【泗水学園】
ふくや  　齋藤文次郎  　岩上敏雄他６名  　　　株式会社チュチュアンナ
持斉征勇 　匠屋ラーメン  　アイランド足利店 　　　　　　　全国シャンメリー協同組合
齋藤昭一 　JA足利青壮年部 　株式会社サンライフ  　　　絵本の読み聞かせクルリンパ
小林春夫 　坂巻光  　足利わたらせロータリークラブ 　　　社会福祉法人足利むつみ会
腰高里弥 　小倉清美  　株式会社プレナスほっともっと
法玄寺  　髙沢友佳里  　株式会社北関東マツダ栃木店
日本鏡餅組合 　岡田義則  　アキレス株式会社
春木孝夫 　二瓶由佳子　　　　　　　毎日新聞東京社会事業団 　
菊地正明　　　　　岡崎久子　　　　　　　　NPO法人三松会
佐藤さかえ　　　　高岩秀峰　　　　　　　　オウミ技研株式会社　　　
読売新聞東京本社世界の野球グローブ支援プロジェクト　　　匿名７件

【八幡こども館】斎藤進　　　佐藤朋子　　　柏瀬ひとみ　　　臼井ヒサエ

【にしこども館】匿名２件

特殊寝台（ベッド）貸与事業が終了します特殊寝台（ベッド）貸与事業が終了します

個 別 募 金
街 頭 募 金
法 人 募 金
学 校 募 金
職 域 募 金
イベント募金
個 人 募 金
自販機募金
そ の 他
合　　計 ＜赤い羽根障がい児者家族交流事業＞＜赤い羽根障がい児者家族交流事業＞ ＜赤い羽根小学生親子ボランティアスクール＞＜赤い羽根小学生親子ボランティアスクール＞

【足利市視覚障害者福祉ホーム】
公益財団法人日本テレビ小鳩文化事業団 令和２年１月２８日、オウミ技研株式会社 河野社長（写真左）より

泗水学園（本会 岩田会長（写真右））へ寄附をいただきました。

13,881,349円
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受講生
募集受講生
募集

お知らせお知らせ

受講生
募集受講生
募集

台風19号により被災された方へお見舞い申し上げます台風19号により被災された方へお見舞い申し上げます

　令和元年１０月の台風１９号により足利市内では甚大
な浸水被害等が発生しました。
　１０月１４日に「足利市災害ボランティアセンター」
を設置し、239件のボランティア活動依頼に対して、
延べ1,819名のボランティアの方々にご協力いただき
ました。１２月２７日以降は「足利市被災者支援ボラン
ティアセンター」として引き続き被災者支援を継続して
います。

　毎年、全国各地で大きな災害が発生しています。今後
も足利市内で大きな自然災害が発生することに備えてお
くことが肝要です。
　足利市社会福祉協議会では今後も災害ボランティアセ
ンターの機能充実や地域での見守り活動への協力を進め
ていきます。

　毎年、全国各地で大きな災害が発生しています。今後
も足利市内で大きな自然災害が発生することに備えてお
くことが肝要です。
　足利市社会福祉協議会では今後も災害ボランティアセ
ンターの機能充実や地域での見守り活動への協力を進め
ていきます。 災害ボランティアセンターの様子

　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、講座修了後は手話奉仕員と
して活動していただく事を目的に行います。

○期　間　４月９日～３月18日　毎週木曜日
　　　　（祝日及び８月13日を除く）
○時　間　午前10時～正午
○場　所　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　3,300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９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。
○問合せ　ボランティアセンター（福祉センター内）
　　　　　0284－44－1357

　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。

○期　間　５月13日～９月23日　毎週水曜日
○時　間　午後１時～午後３時
○場　所　総合福祉センター３階
○定　員　15名
○対　象　点訳に興味・関心のある初心者の方
○参加費　590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９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。
○問合せ　ボランティアセンター（福祉センター内）
　　　　　0284－44－1357

足利市こども発達支援センター分割移転等のお知らせ

手話奉仕員養成講座

1月から3月期の 〔足利流 こども食堂〕 設置等助成事業 へのご協力をお願いします！

　この募金運動期間にお預かりした募金はすべて「食」でつながるみんなの居場所 【足利流こども食堂】設置等助成事業に活用
されます。昨年度は、384,938円のご協力をいただき、今年度北郷地区に3か所目の足利流こども食堂「魔女の台所」がオー
プンしました。

点訳ボランティア
　　　　養成講座

「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

ボランティア活動の様子ボランティア活動の様子

市内では甚大な浸水被害が発生市内では甚大な浸水被害が発生

「足利流 こども食堂」魔女の台所　の様子

住所 ： 足利市相生町１番地１　
　　   足利市生涯学習センター２階
TEL ： ０２８４－２２－７２７７
　　　（４月１日から利用できます）

●こども発達支援センター
　 ぱれっとクラブあしかが（新規開設）

住　所 ： 足利市東砂原後町１０７２番地
　　　　足利市総合福祉センター２階
ぽけっとTEL ： ０２８４－４４－７２８８
なかよしTEL ： ０２８４－４４－７２８９

●こども発達支援センター
　 ぽけっとクラブあしかが（名称変更）

●相談支援事業所なかよし

【令和元（2019）年度目標額】　200,000円
【募金運動期間】　令和2年1月～3月
【募 金 方 法】　社会福祉協議会にある
　　　　　　　　　専用チラシを使用
　　　　　　　　　してください。
【問 合 せ】　地域福祉課 
　　　　　　　　　0284－44－0322

足利市災害ボランティアセンターへのご支援・ご協力ありがとうございました。足利市災害ボランティアセンターへのご支援・ご協力ありがとうございました。

　足利市民活動センターが３月３１日をもって閉館するため、４月１日から足利市こども
発達支援センター及び相談支援事業所なかよしは総合福祉センター及び生涯学習センターに
分割移転します。
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