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1 社協だよりは、赤い羽根共同募金の配分金により作成されています。
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福祉協力員活動紹介

地域福祉功労者表彰式

各種サービス券交付申請の案内
地域の安全見守り隊機動部隊員募集

ボランティア養成講座受講生募集

生きがいサロン・ボランティア活動保険

こんにちは！地域包括支援センターです

認知症初期集中支援チーム・善意銀行

心配ごと相談所

を絶やさない

ふれあいネットワークふれあいネットワークかみのかわ

社協だより社協だより No.175No.175

　新型コロナウイルスの影響により、だれもが日常の行動を制限されるなか、特に高
齢者の世帯は暮らしに不安を感じやすいようです。下町３区自治会では、福祉協力員が
民生委員児童委員に同行し、高齢者の安否確認、不安の解消、生活に役立つ情報の提
供を目的とした訪問活動を行っています。
　地域で心配な人、困っている人に気づきましたら、お住まいの地区の民生委員児童委
員や福祉協力員へお声掛けください。

地域の輪地域の輪
福祉協力員が携わる地域の訪問活動

福美ちゃん
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　令和３年３月３日（水）、上三川いきいき
プラザで「令和２年度地域福祉功労者表彰
式」を開催しました。例年は「かみのかわ福
祉のつどい」として開催しておりましたが、
今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため、表彰式のみを開催いたしました。
　今年度は「栃木県民福祉のつどい」及び
「栃木県老人クラブ大会」で各賞を受賞され
ました皆様の伝達式も執り行いました。 

上三川町社会福祉協議会表彰規程に該当する方で
在職６年以上の方永年勤続表彰永年勤続表彰永年勤続表彰

　

令和２年度地域福祉功労者表彰式

伝達 第26回栃木県民
福祉のつどい
第26回栃木県民
福祉のつどい
第26回栃木県民
福祉のつどい

第34回栃木県
老人クラブ大会
第34回栃木県
老人クラブ大会
第34回栃木県
老人クラブ大会

氏　名 功　績
宇津木　 正　雄　様 社会福祉協議会　理事
瀧　澤　 　　豊　様 社会福祉協議会　評議員
木　代　 成　一　様 福祉事業推進委員
生　沼　 正　一　様 上三川町シニアクラブ　事務局長

◎栃木県知事表彰
( 老人クラブ又は老人クラブ活動
功労者表彰）

シニアクラブ天神　様
宇津木　 正　雄　様

◎栃木県社会福祉協議会 
会長表彰

（社会福祉施設・団体関係功労者）

野　沢　 美　範　様
植　野　 美　子　様

◎栃木県身体障害者団体 
連絡協議会会長表彰

（更生援護功労者）

大　島　 　　望　様

◎優良老人クラブ
石田シニアクラブ千歳会  様

◎老人クラブ育成功労者
市　村　 敏　男　様

◎栃木県老人クラブ連合会 
活動賞
峰町シニアクラブ　様

◎加入促進運動優良 
老人クラブ

美里なごみの会　様
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　　　　 町内に住所を有し居住する、次の
①～③の要件をすべて満たす方。
❶６５歳以上の高齢者
❷介護保険制度における要介護3以上に
　認定された方
❸在宅で常に寝たきりの状態にある方
※入院、入所している方は対象外

　　　　　各地区の民生委員児童委員を通
じて申請してください。

対象者

申請方法

「紙おむつ支給券」
「理容・美容サービス利用券」 

　　　　 町内に住所を有し居住する、次の

①～③の手帳のいずれかをお持ちの方。
❶身体障害者手帳１級・２級の方
❷療育手帳A1・A2の方
❸精神障害者保健福祉手帳１級の方
※施設に入所している方は対象外

　　　　　該当手帳と印鑑をお持ちの上、
上三川町社会福祉協議会窓口で申請してく
ださい。

対象者

申請方法

「タクシー利用券」

各種サービス券交付申請のご案内各種サービス券交付申請のご案内

　 地域の安全見守り隊
機動部隊員を募集します！

〇応募資格等
　❶上三川町内在住で心身ともに健康な方
　❷応募時現在で７５歳以下の方
　❸普通自動車免許を保有している方
　❹週１回巡回できる方
　❺性別は問いません

〇募集人数
　３名程度

申込み・問い合わせ先
電話：５６－３１６６　メール：chiiki@kamisyakyo.or.jp

気楽に
気長に

無理をしない

急募 ボラン    ティア

〇地域の安全見守り隊機動部隊とは？
　青色回転灯を装備した自家用車を使用して、主に児童・生徒の下校時間に
小学校地区内を巡回するボランティアです。
　児童・生徒を守る地域の「目」となり、安心・安全な地域づくりに寄与しています。

※１回の活動につき５００円
を活動費として実費弁償し
ます（上限有）。

窓口受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）８時３０分～１７時１５分
※各種サービス券の交付申請期間は、

令和３年４月１日（木）から令和４年２月２８（月）までとなります。（期間内ひとり１冊の交付）
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1

2

５月１３日（木） １３：３０～

１６：００

日にち 時間 内容（予定）

５月２０日（木）

上三川町の現状やボランティア活動に
ついての講話、活動紹介、
先輩ボランティアのお話し、ボランティア
活動保険加入についての説明など

ボランティア活動で活用できる運動、
工作など

 受講生募集！

（基礎編）

ボランティア養成講座
あなたの力が必要です！

　健康づくりや介護予防、地域での支え合い活動のサ
ポート（お手伝い）を行うボランティアを養成するため、
「ボランティア養成講座（基礎編）」を開催します。ボラ
ンティア活動に関心のある人、地域で活動をしたい人、
介護予防について学びたい人、どなたでも参加できま
す。ぜひご参加ください！

★講座修了後、ボランティア
活動保険に加入いただいた
６５歳以上の方には「くろねえ
手帳」をお渡しします。

上三川町保健センター（上三川いきいきプラザ内）

ボランティアに関心があり、修了後、地域でのボランティア活動
にご協力いただける方(年齢、資格等は問いません)

先着３０名

無料　但し、ボランティア活動保険に加入の場合は３５０円

飲み物　

４月３０日（金）までに、下記へ電話でお申込みください。
上三川町社会福祉協議会　　５６ー３１６６
健康福祉課　高齢者支援係　５６ー９１０２
※この講座は、社会福祉協議会と町との共催により実施いたします。

場　所

対　象

人　数
費　用
持ち物
申込み

会場にお越しになる際は、新型コロナウイルス
の感染拡大防止のため、マスク着用と上三川
いきいきプラザ入口に設置されている検温器
での事前の検温にご協力ください。
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　町内在住の６０歳以上の方の生きがいづくりや
健康づくり、仲間づくりを応援するために、各種
生きがいサロンを開催しています。
　「何か新しいことを始めてみたい」「ちょっと
体験してみたい」と思っている方、ぜひ、会員と
なって楽しい時間を過ごしましょう！

サロン名 開　催　日 時　間 会　場

大正琴 毎月第 1・3　金曜日 13:30～15:30 上三川いきいきプラザ　中会議室

歌　謡 毎月第 1・３　火曜日 Ａ班 10:00～12:00
Ｂ班 13:30～15:30

上三川いきいきプラザ　大会議室

社交ダンス 毎月第 1～4　金曜日 13:30～15:30 上三川いきいきプラザ　エアロビ室

歌　声 毎月第 4 土曜日 10:00～12:00 上三川いきいきプラザ　大会議室

陶　芸 毎週月・木曜日   8:30～16:00 高齢者生きがい活動作業所

ふくべ 毎週火・金曜日   9:00～15:00 高齢者生きがい活動作業所

※

※

※歌謡サロン→主に歌謡曲を練習（演歌等）/ 歌声サロン→童謡などを練習（赤とんぼ等）

生きがいサロン
参加してみませんか？

見学も

できます！に

新型コロナウイルスの感染状況により、活動を中止する場合があります。

見学や入会をご希望の方は、下記までお問い合わせください。

上三川町社会福祉協議会

地域福祉係　５６－３１６６

※基本プランでは地震・噴火・
津波が起因する死傷は補償さ
れません。

※災害ボランティア活動の参加
は、「天災・地震補償プラン」
への加入をおすすめします。

※ボランティア活動中に新型コロ
ナウイルス感染症に罹患した
場合も補償の対象になります。

加入プラン 年間保険料 ケガの
補償

賠償責任
の補償

地震・噴火
・津波

基本プラン ３５０円 ◦ ◦ ×

天災・地震補償プラン ５００円 ◦ ◦ ◦

補償期間：令和３年４月１日
　　　　　～令和４年３月３１日

ボランティア活動
保険加入のご案内

　ボランティア活動での事故やケガに備えた
ボランティア活動保険があります。プランと
補償内容は以下の通りとなります。
　安心してボランティア活動をするためにも
加入をおすすめします。詳しくは社会福祉協
議会へお問い合わせください。
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こんにちは
！

地域包括支援センターです地域包括支援センターです
えんがわ　～認知症カフェ～

いつでもお気軽にお申し込みください。

認知症の人と家族の集いの場「えんがわ」は・・・
認知症の人と家族の集いの場です。認知症になっても、その人の力を活かし、
活動や交流を楽しんでいます。ご家族にとっては、認知症の情報交換や悩みを相談
できる場所となっていますので、お気軽にご参加ください。地域にお住まいの方で、認知
症に関心がある方のご参加も大歓迎です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　

　上三川　
いきいきプラザ

≪上蒲生１２７－１≫

場所 場所 　明治　
コミュニティセンター

≪大山５５８－１≫

開催時間：１０時～１２時開催時間：１０時～１２時

内　容内　容 参加費参加費

お問合せ
・
申込み
お問合せ
・
申込み

社会福祉法人上三川町社会福祉協議会

※コロナの流行に伴い、お茶会は一時中止しております。
　感染防止対策のため、マスクの着用、手指消毒、検温を実施しています。

工作や手芸、体操、脳トレなど 無料

上三川町地域包括支援センター  56-5513

第 １ 回 ４月１５日（木）

第 ２ 回 ５月２０日（木）

第 ３ 回 ６月１８日（金）

第 ４ 回 ７月１５日（木）

第 ５ 回 ８月２０日（金）

第 ６ 回 ９月１７日（金）

第 ７ 回 １０月２１日（木）

第 ８ 回 １１月１８日（木）

第 ９ 回 １２月１７日（金）

第 10回 １月２０日（木）

第 11回 ２月１７日（木）

第 12回 ３月１７日（木）

第 １ 回 　　４月２３日（金）

第 ２ 回 　　５月１４日（金）

第 ３ 回 　　６月１１日（金）

第 ４ 回 　　７月　９日（金）

第 ５ 回 　　８月　６日（金）

第 ６ 回 　　９月１０日（金）

第 ７ 回 　１０月２２日（金）

第 ８ 回 　１１月　５日（金）

第 ９ 回 　１２月　３日（金）

第 10回 　　１月２１日（金）

第 11回 　　２月　４日（金）

第 12回 　　３月１１日（金）
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皆様のあたたかいお気持ち
（令和3年2月2日～令和3年3月19日）

寄付者（敬称略） 寄付金額・物品

増田好一 （4） 10,000円

増田好一 （5） 10,000円

上三川町シニアクラブ注連縄部会（25） 105,990円

吉澤啓子 （84） 1,000円

寄付者（敬称略） 寄付金額・物品

匿名 （17） 4,228円

匿名 （3） 12,000円

馬場商店　募金箱

そば処ふくべ　募金箱

（26） 6,052円

（23） 3,522円

匿名 （21） 1,305円（2） 3,860円渡邉礼子

「認知症初期集中支
援チーム」は、認知症の方と
そのご家族を支援する専門家に
よるチームです。
具体的には、専門職（チーム員）
が家族などの相談により認知症
が疑われる人や家族などを訪
問し、適切な医療や介護を受
けられるように支援し

ます。

「認知症初期集中支援チーム」が
サポートします
「認知症初期集中支援チーム」が
サポートします

進行を遅らせ、自立した生活を送るために、

が大切です。
早期発見・早期診断

４０歳以上で在宅で生活されており、かつ認知症が
疑われる方や認知症の方で以下のいずれかに当てはまる方。
　○認知症の診断を受けていない
　○継続的な医療を受けていない、または中断している
　○介護保険サービスに結びついていない、または中断している
　○認知症の症状が強いため、対応に困っている

対象となる方

電話：５６ー５５１３（地域包括支援センター）までご相談ください。
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住　 所：上三川町上蒲生 127－1
　　　　 （上三川いきいきプラザ内）
電　 話：0285－56－3166　
Ｆ Ａ Ｘ：0285－56－3164
メール：soumu@kamisyakyo.or.jp
Ｈ　 Ｐ：http://www.kamisyakyo.or.jp/

社会福祉法人
上三川町社会福祉協議会

全てに関する連絡・相談・お問い合わせ先

社協だよりについて、みなさまからのご意見をお寄せください。

心配ごと相談所心配ごと相談所
1人で悩まず気軽にご相談ください1人で悩まず気軽にご相談ください

　上三川町社会福祉協議会では、町民を
対象に日常生活のあらゆる相談ができる
心配ごと相談所を開設しております。利
用は無料で、来所での相談の他、電話でも
相談可能です。
　地域の民生委員児童
委員、人権擁護委員、行
政相談員が悩みごとの
解決に向けて、丁寧に
お話しを伺います。

・家族関係や人づきあい
・不登校、引きこもり
・ＤＶ、虐待を受けている
・財産の相続、金銭トラブル
・健康、介護の悩み
  等どんなことでも相談可能です。

◆心配ごと相談所とは？ ◆どんな相談ができるの？

上三川町心配ごと相談員 （敬称略）

直井喜江子

 田口成子

松嶋ヒロ子

田仲 均

菊地守人

田中則子

谷中好江

藤田 猛

増渕盟美

加藤重孝

藤田敏男

阿久津君江

稲見和正

北條久男

篠原光枝

生田弘美

人権擁護委員

行政相談員

民生委員児童委員

毎月第 2・第 4 水曜日 ( 祝日、2 月の第 4 水曜日は除く )　
午前 9 時～ 12 時
上三川いきいきプラザ 1 階 共用相談室 (看板が目印です )
５６－３１６６／　　　５６－３１６４
chiiki@kamisyakyo.or.jp

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止する場合があります。
　詳細につきましては、上記へ連絡、またはホームページで御確認ください。

開催日にお電話、
または相談室までお越しください。

予約は
必要ありません。

お電話でご相談の
際は左記にお問い
合わせください。
相談員へお繋ぎし
ます。

たとえば・・・

開催日

場　所

電　話 ＦＡＸ

メール


