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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。

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
　・ 在宅障がい児への支援
　・ ひとり親家庭支援事業
　・ 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訪問活動

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

令和元年度 募金実績額 13,905,339円

足利市災害ボランティアセンター障がい児者家族交流事業

障がい児者家族交流事業 
小学生親子ボランティアスクール
赤い羽根パートナーミーティング
赤い羽根シネマ
敬老会事業助成金
地区社協活動補助金への助成　など

*
*
*
*
*
*

歳末たすけあい運動 にご協力をお願いいたします。

　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。

● 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　　
● 栃木県共同募金会足利市支会　
● 足利市社会福祉協議会

実施団体

募金期間

12/1
12/31

《令和２年度の使いみち》

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２年10月1日（木）～ 令和２年10月21日（水）
※原則、総合福祉センター総務課へ持参 (平日、午前９時～午後５時)
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２年10月31日（土）　　　
第2次試験／令和２年11月 8日（日）
※詳細は、本会ホームページをご覧ください。
総務課　TEL 0284ｰ44ｰ0322

【職種、受験資格 等】 ※採用期日　令和３年４月１日
受 験 資 格

配属場所

わかば保育園・
しんまち保育園

児童養護施設
泗水学園

職　種受験
区分

保育士

保育士

児童指導員

C

A

B

D

採用人数

２名

２名

その他

保育士資格を有する方、
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、幼稚園教諭資格のいずれかを
有する方、又は、取得見込の方

年齢要件

昭和５１年４月２日以降
に生まれた方

こども発達支援センター
ぽけっとクラブあしかが・
ぱれっとクラブあしかが

言語聴覚士 1名言語聴覚士の資格を有する方、
又は、取得見込の方

昭和５１年４月２日以降
に生まれた方

昭和５１年４月２日以降
に生まれた方

昭和５１年４月２日以降
に生まれた方

＜令和２年度の足利市社協での使いみち＞　

● 栃木県共同募金会より足利市社会福祉協議会へ配分  6,343,339円 
● 県内の福祉施設整備、災害等準備金（※1）等　7,562,000円
　※1 令和元年台風19号災害に伴い、 当会では「足利市災害ボラン
　　　ティアセンター」を設置しました。
　　　その運営費として、栃木県共同募金会災害等準備金より2,689,386円
　　　が配分されました。赤い羽根共同募金は、災害時にも活用されています。

昨年度に引き続き、募金にご協力いただいた証として「ありがとうシール」を配付させていただくことになりました。おしらせ

「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

　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。 いただいた寄附金等は、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】大澤由起子 栃木県退職公務員連盟足利支部 株式会社はやぶさ 臼井誠 半田次男 ユニー株式会社アピタ足利店 
足利ガス株式会社 五家英子とみんなで楽しく踊ろう会足利支部 ポパイよさこい 愛犬☆ファーム
パチンコプラザラ・カータ足利店 小曽根せつ子 匿名４件
【さわらごハイム足利】NPO法人三松会 匿名２件
【泗水学園】小山靖 絵本の読み聞かせクルリンパ
小林春夫 持斉征勇 アイランド足利店
匠屋ラーメン 第一生命保険株式会社
腰高里弥 飯嶋宏行 近藤昌司 森川美霧 匿名３件
【にしこども館】石井博
【八幡こども館】堀越幹夫
【わかば保育園】田中直美 
社会福祉法人全国心身障害児福祉財団事務局 
【足利市視覚障害者福祉ホーム】匿名３件

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２年6月～8月）

（敬称略・順不同）

足利ガス株式会社様より
ご寄附をいただきました

栃木県退職公務員連盟
足利支部の皆様から

タオルのご寄附をいただきました

運動期間

10/1
12/31
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　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、点字の読書き、歩行の支援・白
杖の使い方などを行っております。

　現在のところ開催を見合
わせておりますが、今後の
状況に応じて、今年度の実
施を中止する場合がござい
ますので、ご了承ください。
　決まり次第、当会ホームページにて
お知らせいたします。ご理解のほどよ
ろしくお願いいたします。

期　　間：令和２年１０月１日（木）～令和３年３月２５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ｰ41ｰ2200（随時受付）

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

日　時 ： 12月24日（木）／25日（金）
場　所 ： ① 午後５時半～午後７時 ⇒ 総合福祉センター（社会福祉協議会）
　　　  　② 午後４時半～午後６時 ⇒ コミュニティーカフェよこまち（葉鹿町735-1）
　　　　  ※時間帯によって場所が異なります。
定　員 ： 20家族（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。こどもは中学生までに限ります。）
　　　　  上記受取場所に親子でお越しになれる方。
参加費 ： 無　料
申込み ： 10月19日（月）～10月30日（金）まで
　　　  　電話または右のQRコードから受付。
　　　  　定員を超えた場合は抽選となります。
　　　  　申込時に、ご希望の日程・受取場所・時間帯をお伝えください。　　
その他 ： ケーキやプレゼントに関して、アレルギー対応はしておりませんのでご注意ください。
問合せ ： 地域福祉課　TEL 0284ｰ44ｰ0322

日　時 ： １０月２２日（木）午後１時３０分～３時３０分
場　所 ： 総合福祉センター　３０１会議室
講　師 ： 池上孔規（言語聴覚士/認定補聴器技能者）
内　容 ： ● 聴こえにくさのメカニズムについて（伝音・感音）と
　　　   　  耳鼻科受診の重要性
　　　　  ● 補聴器について　形状・金額・福祉制度・医療費控除
　　　　  ● 賢い補聴器“店”選び
問合せ ： 難聴者の会あしかが
　　　　  E-mail：dha-kawai@ezweb.ne.jp（川井）
　　　　  TEL：090ｰ9893ｰ6134（中川）

サンタさんからケーキのプレゼント
　～おうちでケーキをデコレーションしよう！～　　

聴こえと補聴器の説明会

権利擁護研修会のお知らせ

令和２年度 
歳末たすけあい配分事業

期　間 ： ①手話編 【全５回】（毎週木曜日）　
   　 　　 　令和２年10月22日～11月１９日
　　　　  ②要約筆記／手書き編 【全１回】
　　　　　  令和２年11月26日（木曜日）
　　　  　③要約筆記／パソコン編 【全３回】
　　　　　  令和２年12月3日～17日（毎週木曜日）　
時　間 ： 午前10時～12時
場　所 ： 総合福祉センター　３階会議室
定　員 ： 20名
申込み ： 10月１日（木）午前10時から電話で受付
　　　　  ボランティアセンター TEL 0284ｰ44ｰ1357

参加者募集　まずはここから！

手話・要約筆記きっかけ講座
　手話や要約筆記に興味はあっても、何から始めたら
良いかわからない、手軽に学びたい方に向けた講座で
す。興味のあるテーマのみを受講していただくことも
可能です。お申込みの際にお知らせください。

　最近、家族や友人の声が以前より聞き取りにく
いと感じることはありませんか。それは聴力低下
のサインかもしれません。症状が軽いときに適切
な補聴器を選び、調整することで改善されること
があります。説明会では補聴器の疑問を解決して
快適なコミュニケーションのお手伝いをします。

講　師 ： 一般社団法人　認知症予防＆サポート研究所アンクル  
　　　  　代表理事　河村俊一氏   
日　時 ： 11月18日（水）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   
定　員 ： 30名   
申込み ： 10月15日（木）～11月13日（金）まで   
　　　　　電話にて受付。　
　　　　  ※定員になり次第締め切り。
　　　　  あすてらすあしかが　TEL 0284ｰ44ｰ0372   

期　間 ： 令和２年１１月６・13・20・27日
　　　　【全４回】（毎週金曜日）
時　間 ： 午後１時３０分～３時３０分
場　所 ： 総合福祉センター　３階会議室
定　員 ： 20名
講　師 ： 傾聴ハピネス　代表　渡邊純子氏
申込み ： 10月５日（月）～１０月２３日（金）まで
　　　　　電話で受付
　　　　  ボランティアセンター
　　　　  TEL ０２８４ｰ４４ｰ1357

参加者募集　コロナ禍で役立つ！

傾聴入門講座
「傾聴」の基本を学びます。家族や友人など、身近
な方の話を〝聞く″から積極的に耳を傾ける〝聴く″
に変えてみませんか？お気軽にご参加ください。

定員になり次第締め切ります。定員になり次第締め切ります。

　今年度も実施する予定ですが、詳細につきま
しては、決まり次第、ホームページ等でお知らせ
します。

　新型コロナウィルス感染拡大の
状況によっては、中止する場合もご
ざいますのであらかじめご了承く
ださい。

赤い羽根小学生の親子ボランティアスクール

親子で絵本を点訳しよう！
日　時 ： 令和２年１１月７日（土）
　　　　  午前９時３０分～１２時００分
場　所 ： 足利市総合福祉センター　３階会議室
内　容 ： 視覚障がい者の方のお話と、点訳の体験
対象・定員 ： 小学校４年生～６年生の親子　２０組４０名
参加費 ： 無料　
申込み ： 電話または右のQRコードから10月20日まで受付
　　　　  ボランティアセンター  TEL 0284ｰ44ｰ1357
　　　　　※定員を超えた場合は抽選となります。

「点字はどうしてあるんだろう」視覚に障がい
のある方から直接、点字について学び、親子
で絵本を１冊、点訳してみましょう。点訳した
絵本はお持ち帰り出来ます。

   今年度は、新型コロナウィルス感染拡大に伴い、外出が困難な方のおうち
時間を応援します。おうちでハロウィンパーティーを楽しんでみませんか？
日　　時 ： 令和２年10月31日（土）午前10時から午後2時
受渡場所 ： 足利市総合福祉センター　
　 　　　 　※来館の際にはマスクを着用してください。
定　　員 ： 50名（定員を超えた場合には抽選になります）
対象児者 ： 足利市在住の 障害者手帳または療育手帳を有する人（参加費 無料）
　　　　　  ※ご家族に２名以上の対象児者がいる場合は１名分のお申込みになります。
内　　容 ： ご自宅でハロウィンを楽しんでいただくためのグッズやお菓子等
　　　　　  の詰合せを配布します。
受　　付 ： 10月12日（月）午前10時から20日（火）午後5時まで
　　　　  　お電話でお申し込みください。　地域福祉課　TEL 0284ｰ44ｰ0322

P2～P3の掲載のイベント・講座は新型コロナウイルス感染予防対策を十分に行い実施します。
可能な限りマスクの着用をお願いします。

また、今後の感染拡大の状況によっては、内容の変更や中止の場合もありますのでご了承ください。

～おうちdeハロウィン～を
応援します

～おうちdeハロウィン～を
応援します

～おうちdeハロウィン～を
応援します

【赤い羽根　障がい児者家族交流事業】

ひとり親家庭親子ふれあい事業
歳末たすけあい配分事業募集

【第７回赤い羽根シネマ】
のお知らせ

【第７回赤い羽根シネマ】
のお知らせ

ケーキの土台とパーツ、いちごをプレゼントするので、家族で“たったひとつ”のケーキを完成させよう！

災害ボランティア基礎講座  ～災害ボランティアってなんだろう？～

日　時 ： 令和３年２月21日（日） 午前10時～午後１時（予定）
会　場 ： 総合福祉センター　３階会議室
対　象 ： 中学生以上の方で市内在住・在学・通勤している方
定　員 ： 30名
内　容 ： 災害時のボランティア活動とは？
　　　　「足利市災害ボランティアセンター」について
　　　  　災害ボランティアセンターの流れを体験してみよう！
申込み ： 令和３年１月18日（月）～令和３年２月５日（金）まで
　　　　  電話にて受付。定員になり次第締め切り。
問合せ ： ボランティアセンター　TEL ０２８４ｰ４４ｰ1357

災害ボランティアセンターって？ 今後、災害ボラ
ンティアをしてみたいけど、どうしたらいいの？
など、活動をする前に災害ボランティアについて
学びませんか？関心のある方はぜひご参加ください！

お陽さまカフェの
開催について

（障がい児者ふれあいサロン）

お陽さまカフェの
開催について

（障がい児者ふれあいサロン）

お陽さまカフェの
開催について

（障がい児者ふれあいサロン）

【赤い羽根パートナーミーティング】のお知らせ
　令和元年台風１９号災害に伴い、当会では「足利市災害ボランティアセンター」を設置し、栃木県共同募金会災害等
準備金より運営費が配分されました。
　被災された地域住民の方やボランティアの方のお話を伺いながら、災害ボランティアセンターの活動を振り返りたい
と思います。また、コロナ禍での災害支援の在り方を市民の皆様と一緒に考えたいと思います。　
　日   時 ： 令和２年１１月１５日（日）午後１時３０分～３時
　場   所 ： 足利市民プラザ　小ホール
　定   員 ： １００名
　問合せ ： 地域福祉課　TEL ０２８４ｰ４４ｰ0322

高齢者や障がいのある方等が、安心して暮らせるための法律や制度
について学びます。   　
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場　所 ： ① 午後５時半～午後７時 ⇒ 総合福祉センター（社会福祉協議会）
　　　  　② 午後４時半～午後６時 ⇒ コミュニティーカフェよこまち（葉鹿町735-1）
　　　　  ※時間帯によって場所が異なります。
定　員 ： 20家族（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。こどもは中学生までに限ります。）
　　　　  上記受取場所に親子でお越しになれる方。
参加費 ： 無　料
申込み ： 10月19日（月）～10月30日（金）まで
　　　  　電話または右のQRコードから受付。
　　　  　定員を超えた場合は抽選となります。
　　　  　申込時に、ご希望の日程・受取場所・時間帯をお伝えください。　　
その他 ： ケーキやプレゼントに関して、アレルギー対応はしておりませんのでご注意ください。
問合せ ： 地域福祉課　TEL 0284ｰ44ｰ0322

日　時 ： １０月２２日（木）午後１時３０分～３時３０分
場　所 ： 総合福祉センター　３０１会議室
講　師 ： 池上孔規（言語聴覚士/認定補聴器技能者）
内　容 ： ● 聴こえにくさのメカニズムについて（伝音・感音）と
　　　   　  耳鼻科受診の重要性
　　　　  ● 補聴器について　形状・金額・福祉制度・医療費控除
　　　　  ● 賢い補聴器“店”選び
問合せ ： 難聴者の会あしかが
　　　　  E-mail：dha-kawai@ezweb.ne.jp（川井）
　　　　  TEL：090ｰ9893ｰ6134（中川）

サンタさんからケーキのプレゼント
　～おうちでケーキをデコレーションしよう！～　　

聴こえと補聴器の説明会

権利擁護研修会のお知らせ

令和２年度 
歳末たすけあい配分事業

期　間 ： ①手話編 【全５回】（毎週木曜日）　
   　 　　 　令和２年10月22日～１９日
　　　　  ②要約筆記／手書き編 【全１回】
　　　　　  令和２年11月26日（木曜日）
　　　  　③要約筆記／パソコン編 【全３回】
　　　　　  令和２年12月3日～17日（毎週木曜日）　
時　間 ： 午前10時～12時
場　所 ： 総合福祉センター　３階会議室
定　員 ： 20名
申込み ： 10月１日（木）午前10時から電話で受付
　　　　  ボランティアセンター TEL 0284ｰ44ｰ1357

参加者募集　まずはここから！

手話・要約筆記きっかけ講座
　手話や要約筆記に興味はあっても、何から始めたら
良いかわからない、手軽に学びたい方に向けた講座で
す。興味のあるテーマのみを受講していただくことも
可能です。お申込みの際にお知らせください。

　最近、家族や友人の声が以前より聞き取りにく
いと感じることはありませんか。それは聴力低下
のサインかもしれません。症状が軽いときに適切
な補聴器を選び、調整することで改善されること
があります。説明会では補聴器の疑問を解決して
快適なコミュニケーションのお手伝いをします。

講　師 ： 一般社団法人　認知症予防＆サポート研究所アンクル  
　　　  　代表理事　河村俊一氏   
日　時 ： 11月18日（水）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   
定　員 ： 30名   
申込み ： 10月15日（木）～11月13日（金）まで   
　　　　　電話にて受付。　
　　　　  ※定員になり次第締め切り。
　　　　  あすてらすあしかが　TEL 0284ｰ44ｰ0372   

期　間 ： 令和２年１１月６・13・20・27日
　　　　【全４回】（毎週金曜日）
時　間 ： 午後１時３０分～３時３０分
場　所 ： 総合福祉センター　３階会議室
定　員 ： 20名
講　師 ： 傾聴ハピネス　代表　渡邊純子氏
申込み ： 10月５日（月）～１０月２３日（金）まで
　　　　　電話で受付
　　　　  ボランティアセンター
　　　　  TEL ０２８４ｰ４４ｰ1357

参加者募集　コロナ禍で役立つ！

傾聴入門講座
「傾聴」の基本を学びます。家族や友人など、身近
な方の話を〝聞く″から積極的に耳を傾ける〝聴く″
に変えてみませんか？お気軽にご参加ください。

定員になり次第締め切ります。定員になり次第締め切ります。

　今年度も実施する予定ですが、詳細につきま
しては、決まり次第、ホームページ等でお知らせ
します。

　新型コロナウィルス感染拡大の
状況によっては、中止する場合もご
ざいますのであらかじめご了承く
ださい。

赤い羽根小学生の親子ボランティアスクール

親子で絵本を点訳しよう！
日　時 ： 令和２年１１月７日（土）
　　　　  午前９時３０分～１２時００分
場　所 ： 足利市総合福祉センター　３階会議室
内　容 ： 視覚障がい者の方のお話と、点訳の体験
対象・定員 ： 小学校４年生～６年生の親子　２０組４０名
参加費 ： 無料　
申込み ： 電話または右のQRコードから10月20日まで受付
　　　　  ボランティアセンター  TEL 0284ｰ44ｰ1357
　　　　　※定員を超えた場合は抽選となります。

「点字はどうしてあるんだろう」視覚に障がい
のある方から直接、点字について学び、親子
で絵本を１冊、点訳してみましょう。点訳した
絵本はお持ち帰り出来ます。

   今年度は、新型コロナウィルス感染拡大に伴い、外出が困難な方のおうち
時間を応援します。おうちでハロウィンパーティーを楽しんでみませんか？
日　　時 ： 令和２年10月31日（土）午前10時から午後2時
受渡場所 ： 足利市総合福祉センター　
　 　　　 　※来館の際にはマスクを着用してください。
定　　員 ： 50名（定員を超えた場合には抽選になります）
対象児者 ： 足利市在住の 障害者手帳または療育手帳を有する人（参加費 無料）
　　　　　  ※ご家族に２名以上の対象児者がいる場合は１名分のお申込みになります。
内　　容 ： ご自宅でハロウィンを楽しんでいただくためのグッズやお菓子等
　　　　　  の詰合せを配布します。
受　　付 ： 10月12日（月）午前10時から20日（火）午後5時まで
　　　　  　お電話でお申し込みください。　地域福祉課　TEL 0284ｰ44ｰ0322

P2～P3の掲載のイベント・講座は新型コロナウイルス感染予防対策を十分に行い実施します。
可能な限りマスクの着用をお願いします。

また、今後の感染拡大の状況によっては、内容の変更や中止の場合もありますのでご了承ください。

～おうちdeハロウィン～を
応援します

～おうちdeハロウィン～を
応援します

～おうちdeハロウィン～を
応援します

【赤い羽根　障がい児者家族交流事業】

ひとり親家庭親子ふれあい事業
歳末たすけあい配分事業募集

【第７回赤い羽根シネマ】
のお知らせ

【第７回赤い羽根シネマ】
のお知らせ

ケーキの土台とパーツ、いちごをプレゼントするので、家族で“たったひとつ”のケーキを完成させよう！

災害ボランティア基礎講座  ～災害ボランティアってなんだろう？～

日　時 ： 令和３年２月21日（日） 午前10時～午後１時（予定）
会　場 ： 総合福祉センター　３階会議室
対　象 ： 中学生以上の方で市内在住・在学・通勤している方
定　員 ： 30名
内　容 ： 災害時のボランティア活動とは？
　　　　「足利市災害ボランティアセンター」について
　　　  　災害ボランティアセンターの流れを体験してみよう！
申込み ： 令和３年１月18日（月）～令和３年２月５日（金）まで
　　　　  電話にて受付。定員になり次第締め切り。
問合せ ： ボランティアセンター　TEL ０２８４ｰ４４ｰ1357

災害ボランティアセンターって？ 今後、災害ボラ
ンティアをしてみたいけど、どうしたらいいの？
など、活動をする前に災害ボランティアについて
学びませんか？関心のある方はぜひご参加ください！

お陽さまカフェの
開催について

（障がい児者ふれあいサロン）

お陽さまカフェの
開催について

（障がい児者ふれあいサロン）

お陽さまカフェの
開催について

（障がい児者ふれあいサロン）

【赤い羽根パートナーミーティング】のお知らせ
　令和元年台風１９号災害に伴い、当会では「足利市災害ボランティアセンター」を設置し、栃木県共同募金会災害等
準備金より運営費が配分されました。
　被災された地域住民の方やボランティアの方のお話を伺いながら、災害ボランティアセンターの活動を振り返りたい
と思います。また、コロナ禍での災害支援の在り方を市民の皆様と一緒に考えたいと思います。　
　日   時 ： 令和２年１１月１５日（日）午後１時３０分～３時
　場   所 ： 足利市民プラザ　小ホール
　定   員 ： １００名
　問合せ ： 地域福祉課　TEL ０２８４ｰ４４ｰ0322

高齢者や障がいのある方等が、安心して暮らせるための法律や制度
について学びます。   　
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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。

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
　・ 在宅障がい児への支援
　・ ひとり親家庭支援事業
　・ 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訪問活動

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

令和元年度 募金実績額 13,905,339円

足利市災害ボランティアセンター障がい児者家族交流事業

障がい児者家族交流事業 
小学生親子ボランティアスクール
赤い羽根パートナーミーティング
赤い羽根シネマ
敬老会事業助成金
地区社協活動補助金への助成　など

*
*
*
*
*
*

歳末たすけあい運動 にご協力をお願いいたします。

　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。

● 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　　
● 栃木県共同募金会足利市支会　
● 足利市社会福祉協議会

実施団体

募金期間

12/1
12/31

《令和２年度の使いみち》

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２年10月1日（木）～ 令和２年10月21日（水）
※原則、総合福祉センター総務課へ持参 (平日、午前９時～午後５時)
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２年10月31日（土）　　　
第2次試験／令和２年11月 8日（日）
※詳細は、本会ホームページをご覧ください。
総務課　TEL 0284ｰ44ｰ0322

【職種、受験資格 等】 ※採用期日　令和３年４月１日
受 験 資 格

配属場所

わかば保育園・
しんまち保育園

児童養護施設
泗水学園

職　種受験
区分

保育士

保育士

児童指導員

C

A

B

D

採用人数

２名

２名

その他

保育士資格を有する方、
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、幼稚園教諭資格のいずれかを
有する方、又は、取得見込の方

年齢要件

昭和５１年４月２日以降
に生まれた方

こども発達支援センター
ぽけっとクラブあしかが・
ぱれっとクラブあしかが

言語聴覚士 1名言語聴覚士の資格を有する方、
又は、取得見込の方

昭和５１年４月２日以降
に生まれた方

昭和５１年４月２日以降
に生まれた方

昭和５１年４月２日以降
に生まれた方

＜令和２年度の足利市社協での使いみち＞　

● 栃木県共同募金会より足利市社会福祉協議会へ配分  6,343,339円 
● 県内の福祉施設整備、災害等準備金（※1）等　7,562,000円
　※1 令和元年台風19号災害に伴い、 当会では「足利市災害ボラン
　　　ティアセンター」を設置しました。
　　　その運営費として、栃木県共同募金会災害等準備金より2,689,386円
　　　が配分されました。赤い羽根共同募金は、災害時にも活用されています。

昨年度に引き続き、募金にご協力いただいた証として「ありがとうシール」を配付させていただくことになりました。おしらせ

「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

　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。 いただいた寄附金等は、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】大澤由起子 栃木県退職公務員連盟足利支部 株式会社はやぶさ 臼井誠 半田次男 ユニー株式会社アピタ足利店 
足利ガス株式会社 五家英子とみんなで楽しく踊ろう会足利支部 ポパイよさこい 愛犬☆ファーム
パチンコプラザラ・カータ足利店 小曽根せつ子 匿名４件
【さわらごハイム足利】NPO法人三松会 匿名２件
【泗水学園】小山靖 絵本の読み聞かせクルリンパ
小林春夫 持斉征勇 アイランド足利店
匠屋ラーメン 第一生命保険株式会社
腰高里弥 飯嶋宏行 近藤昌司 森川美霧 匿名３件
【にしこども館】石井博
【八幡こども館】堀越幹夫
【わかば保育園】田中直美 
社会福祉法人全国心身障害児福祉財団事務局 
【足利市視覚障害者福祉ホーム】匿名３件

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２年6月～8月）

（敬称略・順不同）

足利ガス株式会社様より
ご寄附をいただきました

栃木県退職公務員連盟
足利支部の皆様から

タオルのご寄附をいただきました

運動期間

10/1
12/31
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