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７月から８月にかけての夏休み期間に、市内の小学生を対象に小学生ふくし体験教室を開催しました。
盲導犬ユーザーの大久保さんからのお話や、アイマスクをつけて目が見えなくてもできること・できない
ことを体感するゲームをするなど、楽しく「ふくし」のことについて学びました。小学生のみんなが、これ
からも元気で、思いやりのこころを持って成長してくれることを期待しています。
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中・高校生しか体験できない！
いまだからできる「ボランティア体験」
ボランティア・サマースクール

ワークキャンプ２０１9.7.23〜8.2
今年で30回目を迎えたワークキャンプ。市内の中高校生に、普段では味わえないボランティア活動を体験してもらう
ため、今年も各施設に協力していただき開催しました。
ワークキャンプは各施設の見学と体験学習、振り返りを3日間に分けて行いました。特に振り返りでは、参加者が各施
設で何を感じ、今後どんなことに活かせるか、楽しい雰囲気の中で熱心に話し合いました。たった数日の体験でしたが、
参加してくれた学生がこの経験を活かして成長してくれることを楽しみにしています。
＜参加者の声＞
・もっと障がいについて理解し、同学年の障害を持つ人とも積極的に接したいと思った。
・小さな子どもも高齢者の人も、きちんと目線を合わせて、相手の伝えたいことを聞くことは大切だと思った。
・人によってできること、できないことは違う。困っている人には話しかけて、どんなお手伝いが必要か聞けるようにな
っていきたい。
＊今回ご協力いただきました、いのくら児童クラブ様、キリフリ自然学校様、はばたき様、毎日クリスマス様ありがと
うございました。

ユース共働プロジェクト
カワマタ交流祭2019.8.6〜7
317.4キロ離れた栃木県日光と新潟県妙高の学生たちが、普段ではできないボランティア体験を通した交流を行いまし
た。今回は栗山地域にある、川俣での活動です。
川俣でサロン活動を行うにあたり、前日から互いの意見を出し合ってサロンの準備を行いました。そして迎えた当日、
自作した 自己紹介すごろく や、足湯マッサージで、川俣地域の方々と交流しました。
同世代のまったく違う地域の学生たちでしたが、一緒に物を作り上げ話し合いながら準備していく過程で、交流するこ
との楽しさを感じてもらえたと思います。
「日光はおじいちゃん・おばあちゃんと慣れ親しんでいてすごかった」「妙高は楽しい企画をたくさん出してすごかっ
た」など、互いの良いところも十分に発見し、刺激し合えた交流となりました。
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日光市介護支援ボランティア制度
登録者研修会
介護支援ボランティアとは元気な高齢者が地域の介護施設等でボランティア
活動を行うことにより、ご本人の健康づくりと地域貢献を通じた「生きがいづ
くり」を促進することを目的としています。
去る、7月9日に介護支援ボランティア登録者研修会を開催しました。
「助け上手」「助けられ上手」のカードを使ったゲームや、お互いに支えあう
地域づくりを始めるための講話を行いました。今後のボランティア活動を更に
充実させるためのきっかけづくりになりました。
介護支援ボランティアとして登録するには対象者の条件はありますが、「何
かを始めたい」と考えている方は、日光市社会福祉協議会まで連絡下さい。

【登録先・お問い合わせ】

地域支援チーム：電話 0288-21-2759

活動
報告

社会福祉法人における公益的な活動
推進事業

NETWORK
市内の社会福祉法人連携による取組

＜表１＞

○市内又は市外の社会福祉法人・福祉施設における地域公益・
貢献活動に係る実践事例報告等
○多様な主体による課題解決のためのワークショップ等
○先進地（実践事例等）視察
○福祉教育推進のための企画等の実施
○社会福祉法人ネットワークによる連携・協働のあり方検討
○地域公益・貢献活動などに関する勉強会
○情報・意見交換 ほか

日光市社会福祉法人・福祉施設連絡会（以下「連絡会」）は、
平成28年の改正社会福祉法の地域における公益的な活動が
責務として位置づけられたなどを背景に、平成30年３月から のネットワークを構築し、連携・協働のあり方を模索しなが
市内法人による連絡会を年4回程度開催しています。
ら、表１の取り組みを行っています。
今年度も地域から必要とされる存在として力を発揮してい
くために、福祉の各分野（児童・障害・高齢）を超えた法人間

PLATFORM
多様な人や組織と連携した課題解決の取組
去る７月22日に開催した第２回連絡会では、具体的な
地域貢献活動の実践を行っていくため、『日光子ども応援
隊※1』と一緒にSDGｓ（持続可能な開発目標）※2を切り口と
してカードゲームを使ったワークショップを行いました。
今回は、SDGｓで 掲げられた17の目標の一つである「①
貧困をなくそう（あらゆる場所で、あらゆる形態の貧困に
終止符を打つ）」をテーマとし、今日の大きな社会課題とな
っている「子どもの貧困問題」を解決するための取組につ
いて実施しました。参加したそれぞれの強みを活かし、イ
ベントの開催から仕組みづくりの話まで活発な意見やアイ
ディア等が出されました。このワークショップは、次回の
連絡会でも行う予定です。

※1 日光市のすべての子どもたちがチャンスを活かせる社会を目指して、地域で子どもを育てる基盤づくりを目標として、市内の NPO 法人や事業者、団体、個人が
集まり発足した団体。100人パーティーシリーズやこども食堂などを実施している。
※2 持続可能な開発目標（SDGs＝Sustainable Development Goals）とは、2015年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェン
ダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標。
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藤原地区

藤原地区社協 地区ブロック化事業

藤原地区社協では、藤原地域を10ブロックに区分け
し、ブロックごとに課題把握・解決のための取り組み
を行えるよう推進しています。
その中の１つである、つつじヶ丘ブロックでは、７
月24日㈬つつじヶ丘公民館にて、つつじヶ丘自治会
と子ども育成会の共同事業が行われました。「日光の
土砂災害（土石流から身を守る）」をテーマに、日光
砂防事務所の職員を講師に招き、つつじヶ丘地区のハ
ザードマップや土石流対策模型を使い、実際に災害が
起きた時には、どうやって避難するかなど、具体的な
話し合いを行いました。子どもから大人まで、災害に
ついて話し合うことで、地域での助け合いの力がより
一層向上することが期待できます。
今後も地区社協では、互いに手を取り合い支え合う
地域づくりを目指し、地域福祉の推進に取り組んでい
きたいと思います。

三依地区

三依サロン開催（わたりジョーズ君、三依デビュー。）

高齢化率が60％を超える三依地区は、地域の中心

を国道121号線（会津西街道）が通っており、大型ト
ラック等の交通量が多い地域です。三依地区に住んで
いる方が、安心・安全に生活を送るために、地域おこ
し協力隊、三依駐在所、藤原地区社協が連携し、８月

26日(月)に「三依サロン〜命を守る！交通安全教室
〜」を開催しました。

まず、三依駐在所の岡本巡査部長より、交通安全に

関する講話をしていただき、道路を横断する際の注意
点や道路標識についての説明を受けました。その後、
交通安全危険予測シミュレータ（わたりジョーズ君）
を使い、バーチャル空間で様々な危険が潜む道路の横
断に挑戦しました。講話後に実施したため、多くの参
加者は無事に道路を渡りきることができましたが、死
角から自転車やバイクが出てきて接触しそうになるこ
とが頻繁にあり、安全確認をしっかり行うことの重要
性を学びました。
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栗山地区

モノづくりで地域に貢献
〜栗山DIYの日〜

栗山地区社会福祉協議会では、今年度から毎月第２
金曜日を『栗山DIYの日』として廃材を活用したモノ
づくり活動を始めています。
旧栗山中央保育園を活動拠点に集まったメンバーそ
れぞれが作りたいモノをお互いに協力しながら、そし
て楽しみながら作っています。これまでに作成したプ
ランターやベンチ、看板や小物などは、地域の“花い
っぱい運動”やちょっとした休憩場所に活かされてお
り、栗山地域を盛り上げる活動にも繋がっています。

湯西川地区

笑顔の溢れる居場所づくり
〜湯西川集まる会〜
湯西川地区では、地域の高齢者を対象とした居場所
づくりとして、月に１回『湯西川集まる会』を公民館
で開催しています。この活動は、湯西川地区ふくしの
まちづくり委員会で検討が行われ、地域おこし協力隊
の嶋﨑隊員と地域のボランティアさんが中心となって
平成３０年４月から始まりました。湯西川集まる会で
は、ニュースポーツや脳トレなど楽しみながら健康づ
くりが出来るとあって、たくさんの笑顔と笑い声が溢
れる居場所になっています。
ぜひ、近隣にお住まいの方は気軽に湯西川集まる会
へ遊びに来て下さい♪
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平成30年度事業報告・決算の概要
事

業

報

告

新規事業
〇見守り活動調査事業（栗山モデル）の実施
〇まちの縁側事業（今市モデル）の実施

実施した主な事業
１．活動を支える

②地域包括支援センター運営事業（受託事業）

（住民主体の理念に基づく新たな地域コミュニティづくり
を進めます。）

①第２期日光市地域福祉活動計画（１３地区）の推進

④法人後見事業

他17事業

４．仕組みを創る

②にっこう福祉のまちづくり推進委員会の運営支援
③小地域福祉活動拠点整備事業

③訪問介護、通所介護、居宅介護支援事業

（多様な人や機関などが地域活動に参加しやすい環境づく

他11事業

りを進めます。）

２．担い手を育てる

①社会福祉法人の「地域における公益的な活動」推進事業

（多様な人や機関等が地域活動に参加しやすい環境づくり

②地域福祉・ボランティアに関する研究等の強化・推進
他２事業

を進めます。）

①介護支援ボランティア事業

５．組織を支える

②車いすボランティア養成事業
③地域福祉防災推進事業

（地域社会から信頼される組織を目指して経営管理体制

他14事業

の強化に努めます。）

３．生活を支える

①第1次日光市社協総合推進計画の推進

（身近な小地域での総合相談・生活支援体制づくりを進
めます。）

②福祉のまちづくり基金、災害ボランティア活動支援基金
の適正な運用

③テーマ別研修の推進

①総合相談・生活支援体制強化事業

決

算

報

告

収入 613,816,193円
その他の活動による収入
13,113,750
積立資産取崩収入
9,193,056
その他の収入
7,991,184

前期未支払資金残高
39,488,542

受取利息配当金収入
495,835

他２事業

支出 567，
876,672円
日光・足尾地域包括支援センター
27,136,898

地域支援事業 19,419,065
足尾保健・高齢者生活福祉センター
19,229,925
藤原福祉センター 9,994,166

藤原・栗山地域包括支援センター
24,814,241
介護予防・生活支援事業
551,968
障害福祉サービス事業
3,630,906

経常経費補助金収入
203,712,660
介護保険事業収入
145,362,313

居宅介護
支援事業
42,818,999

法人運営事業
200,403,178

通所介護事業
67,684,502

障害福祉
サービス等事業収入
1,979,872

受託金収入
173,216,601

訪問介護事業
47,277,141
福祉活動推進事業
21,883,777

貸付事業収入
事業収入

寄附金収入
会費収入
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ボランティア活動振興事業
4,706,624

393,000

5,020,495
919,485

12,929,400

日光福祉保健センター
16,537,210

福祉サービス利用援助事業
8,167,707

退職積立事業
38,513,550

生活福祉資金貸付事業
1,811,615

共同募金配分金事業
12,722,586

社会福祉金庫貸付事業
572,614

スマイル日光プロジェクト

寄

附

報

告

日赤募金（社資）へのご協力
ありがとうございました。

〈令和元年6月1日〜8月31日〉
（一般寄附）

取扱

順不同・敬称略

寄

附

者

名

金額（円）

本所

連合栃木なんたい地域協議会

20,000

今市

日光市グラウンドゴルフ協会

8,811

今市

小野

今市

栃歌協日光支部

10,000

今市

齋藤

10,000

今市

日光市グラウンドゴルフ協会

今市

福島一兵歌謡教室

ヨシヱ
シン

10,000

募金総額は、

9,488,337円
（令和元年8月末現在）

7,700
100,000

皆様のお気持ち
ありがとうございます

○災害救護

○講習普及事業

○国際救護活動

○社会福祉事業

○看護師養成

○青少年席赤十字活動

○医療事業

○血液事業

○赤十字ボランティア活動
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みい
た
つけ

みんなが ニッコリ 助け合い、ホッ と安心できる場所

わたしたちの集いの場

Vol.2

『集いの場』とは、地域住民の誰もが気楽に立ち寄ることができ、自由な時間を過ごすことができる場所のことです。この
集いの場から人と人とのつながりが生まれ、助け合いや支え合いが育まれます。また、集いの場に通ったり、人と交流の機会
を増やすことで、介護予防や長生きしやすいなどの思いがけない効果が得られたという調査結果もあります。
今回も市内で見つけた素敵な「集いの場」をご紹介します。皆さんも「私たちの集いの場」を見つけてみませんか。

今市
地区

◆開催日時：不定期（今後毎月1回程度開催予定）
◆開催場所：アートギャラリー憩い（瀬川）

塩野室
地区

◆開催日時：6月、11月〜3月に月1回9：00〜13：00
◆開催場所：芝河原公民館

６月は地域住民16名が集まり、日光ちょきんアップ体操を実施し
ました。また、体操が終わった後は、参加者が輪になって茶話会で
交流しました。今後は定期的な開催を目指しています。

農家の閑散期に、地域の仲間でゲームや唄など自分たちのやり
たいことで交流し、ボランティアの手作り料理や年に一度の男の
料理などで、話がはずみます！

日光
地区

日光
地区

◆開催日時：毎週水・木曜日10：00〜14：00
◆開催場所：フレンディ（稲荷町）

◆開催日時：毎月3回10：00〜12：00【月数のつく日9月9.19.29日】
◆開催場所：鉢壱会館

「ははっ！」っとにぎやかな笑い声とともに、楽しく交流をしてい
ます。普段は気の合う仲間が10名程集まり、手芸を行ったり、おし
ゃべりをしたりと楽しんでいます。お気軽にお立ち寄りください。

地域の仲間が10名程集まり、日光ちょきんアップ体操、ラジオ体
操、輪投げやゲームを行っています。体を動かした後は、お菓子を
食べたり、お茶を飲みながら おしゃべり を楽しんでいます。

藤原
地区

栗山
地区

◆開催日時：毎月第３月曜日13：30〜15：00頃
◆開催場所：大原住宅集会所

◆開催日時：月〜金曜日9：00〜17：00
◆開催場所：日向集会所

地域の仲間が15名程集まり、日光ちょきんアップ体操を行って
います。いつまでも元気な体づくりを目標に、楽しく交流を図って
います。

ひだまりでは、地域のみなさんが笑顔で元気になれる居場所と
して「若返り運動」、
「和尚さんの講話」、
「花見会」、
「クラフトでモ
ノづくり」などなど、様々な楽しい活動を行っています。

※「日光ちょきんアップ体操」とは、基本となる6つ動きを約20分かけてゆっくりと行う体操です。毎週1回以上続けることで、日常生活に必要な身体の筋力アップが期待できます。

日光市社会福祉協議会では、皆さんが笑顔で集まっている素敵な「集いの場」を推進しています。
また、
「近くにこんな集いの場があるよ！」という情報や「集いの場に行ってみたいな！」
「集いの場を作ってみたい
な！」というお気持ちなど、集いの場に関することは下記までご連絡ください。
【連絡先】日光市社会福祉協議会 地域支援チーム （TEL：0288-21-2759）
■編集・発行／社会福祉法人 日光市社会福祉協議会
栃木県日光市今市511-1（日光市役所春日町庁舎内）
TEL 0288‑21‑2759／FAX 0288‑21‑3110
ホームページアドレス http://www.shakyo-nikko.or.jp
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