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「イクメン・イクじいのための幼児安全法講座」 開催

パパの頑張る姿を見て、子ども達も一緒に行いました

パパ達が協力して心肺蘇生とＡＥＤの使い方の練習

乳児・幼児の心肺蘇生法、気道異物の除法などを学ぶ
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７月６日、市こども館を会場
に「平成 年度 イクメン・イ
クじいのための幼児安全法講座
（ 同 時 開 催： マ マ の た め の ゆ る
りんサロン）」（市こども館と社
協の共催）を開催した。
この講座は、習得した幼児安
全法の技術を活かした男性の育
児参加、家庭のみならず、地域
でも活かすことで地域への貢
献・ボランティア活動へのきっ
かけづくり、交流の場を目的と
したもの。
参加者は育児中のお父さんだ
けでなく、お母さんからもぜひ
参 加 し た い と い う 要 望 が あ り、
当日参加者も含めて、総勢 人
となった。
日赤幼児安全法指導員の柏崎さんの話に熱心に耳を傾ける参加者
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ママと子ども達は交流しながらパパを応援

校のすべてが
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小学校の福祉体験学習

七合小学校 で
福祉体験学習

烏山小

福祉体験で
目の不自由な方と交流

ボラセン運営委員会

６月 日、ボランティアセ
ンター運営委員会が開催され、
新委員長に川又洋志氏（敬愛
荘 ）、 副 委 員 長 に 黒 川 啓 一 郎
氏（Ｖ連）が選出された。
この会議は、ボランティア
活動実践者、民生委員児童委
員、民間企業、福祉施設、行
政関係者の代表者 人で組織
され、様々な立場からの意見
を反映し、ボランティアセン
ターの充実を目指している。
委員からは、ボランティア
の 質 の 向 上 の た め に、「 心 が
まえ」を繰り返し学習するこ
とが必要との意見や、ボラン
ティア組織の再編については、
ゆるやかな繋がりで、いざと
いう時に協力しあえる関係性
が大切との意見が出された。
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市内

すがかっこいいと思わせるこ
とも大切であると大塚さんは
話した。
また、車いす利用者が全国
で２００万人いるなど、普段
聞くことができない話に参加
者は真剣な眼差しで聞いてい
た。
来年度も同時期に開催する
予定である。

６月 日、七合小学校の４
年生 人が福祉体験学習を
行った。
この体験学習は、総合的な
学習の時間の一環として、高
齢になった時や障がいをもっ
た時の不自由さを体験し、心
身の変化についての理解を深
め、思いやりの心を育てるこ
とを目的として実施している。
今回、車いす体験とアイマ
スク体験をした後、児童を代
表して５人が高齢者疑似体験
を行い、普段できることもで
きなくなる不自由さや相手へ
の思いやりについて学ぶこと
ができた。

６月 日、烏山小学校の４
年生 人が福祉体験学習を
行った。
児童たちは、地域のボラン
ティアや本会職員の指導のも
と、４グループに分かれ、①
高齢者疑似体験②車いす体験
③アイマスク体験④手話体験
をした。
アイマスク体験では、市内
に住む視覚障がい者の佐藤さ
んの協力をもらい、移動の際
に必要な白杖の説明や音声で
時間を教えてくれる時計を児
童たちに触れてもらった。さ
らに佐藤さんを誘導するガイ
ドヘルプ体験も行った。最後
に佐藤さんが得意な草笛でふ
るさとを吹くと児童から大き
な拍手があった。
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福祉教育に取り組む
６ 月 日、 保 健 福 祉 セ ン
ターで、ボランティア活動協
力校連絡会議が開催された。
本会では、市内 校をボラ
ンティア協力校に指定し、児
童・生徒への福祉教育・ボラ
ンティア活動への関心を高め
るための啓発を図っている。
会議は、市内の小中高等学
校・特別支援学校の福祉教育・
ボランティア活動を担当する
教諭・教育委員会・社協など
が一同に会し、情報交換やお
互いの連携を深める場として、
毎年実施している。
各学校の取り組み状況につ
いての情報交換後、車いす利
用者であり㈱オーリアル代表
取締役の大塚訓平さんを招き、
「車いすユーザーが求めるア
クセシビリティ」と題した講
話を聞いた。
車いすマークのある駐車場
はなぜあるのか、市内にいく
つあるのかなど、生徒に問題
提起し、考えさせ答えを見つ
けさせることで、興味を持た
せることが大切であり、車い
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なすからすやま社協だより ２

開店１周年
ランチ営業スタート

13

ＹＭＣＡチャリティーラン

６月 日、県総合運動公園で、
第 回とちぎＹＭＣＡチャリ
ティーラン（収益金は障がい児・
者の自立支援に充てられる）が
行われた。今年は、有森裕子さ
んをゲストに迎え、５人１組一
人約２ｋｍを走り、 チームが
たすきをつないだ。
あすなろから応援も含め、
57

レクリエーション大会
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野上の旧向田保育園跡地
に、社会福祉法人みつわ会
が 出 店 し て い る 「 café
み
つわ」が開店１周年を迎え、
ランチ営業を開始した。メ
ニューは「日替わり定食」
と「カフェランチ（週替わ
り）」の２種類で、どちら
もワンコインの５００円で
提供する。
問合せ みつわ工房
☎０２８７―
８８―９０１６
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さくら会交流事業

人で参加し、４回目の参加で初
めて表彰台に上ることができた。
有森さんより特別賞をいただい
た 利 用 者 は、「 有 森 さ ん に ハ イ
タ ッ チ し て も ら っ た 」「 背 中 を
ポンと叩いてくれた」「苦しかっ
たけど、楽しかった」等それぞ
れ報告し合い、喜びをかみしめ
ていた。

ルボウリングなど、誰でも楽し
めるもの。
参加した会員からは、「無理
なく出来る競技で、楽しかっ
た」「旅行などはなかなか行け
ないけど、みんなと参加できて
良かった」との声が聞かれた。

３ なすからすやま社協だより
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ひとり暮らし高齢者の会・さ
くら会（会長・丸山信義）では、
７月３～４日に阿字ヶ浦への１
泊旅行、 日には介護予防教室
を実施した。
同会では、いつまでも元気で
いられるように、仲間づくり、
健康づくりを進めている。

笑顔で健康づくり

8

７月 日、身体障害者福祉会
（会長 岡崎一良）のレクリエー
ション大会が南那須公民館で催
され、会員 人が参加した。
会員同士が気軽に交流を深
められるよう、２年前から始
まった事業で、内容は輪投げや、
ゲート通しリレー、ペットボト

１泊旅行で仲間づくり

みつわ
●日替わり定食…………………………￥500
●カフェランチ（週替わり）…………￥500

笑顔で皆さんをお待ちしています！

カフェの営業日：月曜日～金曜日
営 業 時 間：午前11時～午後４時30分
定
休
日：土日・祝日
ラ ン チ タ イ ム：午前11時30分～午後２時

Café
●

ワンコインランチ
●

ボランティアセンター だ よ り
施設からのボラ活動受入報告 ＜愛和苑＞

ボラセンより 知っておくと便利情報！
！
猛暑の夏、いかがお過ごしでしょ
うか。熱中症にはくれぐれもご注意
ください（喉が渇かなくても、こま
めな水分補給が大切です）。
市販のスポーツドリンクでも大丈
夫ですが、大量の汗をかいた時は血
液中の水分と塩分が失われ、いろい
ろな障害が出てきて危険も伴います。
そこで今回は、熱中症対策のための自宅で手軽に作れる
おすすめの「経口保水液の作り方」をご紹介します。

桜扇花（翔

桜扇花師範）皆さんが先頃、愛和苑に

◎「経口保水液の作り方」
（NHK生活情報ブログ）

来苑され、素晴らしい日本舞踊をご披露くださいまし

①砂糖40ｇ（大さじ4と1/2杯）と食塩3ｇ（小さじ1/2杯）を

た。

１リットルの水によく溶かします（湯冷ましのほうがよく

特に桜扇花師範の魅力的な踊りには皆が惹きつけ

溶けます）。

られ、多くのアンコールの声にも応えてくれました。

＜作りたい量は、この量を基準にして増減してください＞

男性でありながら、しなやかな舞いさばきは見事で

②飲みやすくするためにレモンなどの果汁のしぼり汁を加え

心を打たれ、入所者のみなさんは大変感激されており

ると、カリウムの補給にもなります。

ました。

注意：作ったものは日持ちしませんので、必ず作ったその日

（特別養護老人ホーム

愛和苑

担当：高久）

に飲みきるようにしてください。

ボランティア関係の情報がありましたら、ぜひお寄せください。お待ちしています！！
問合せ先 市社会福祉協議会（ボランティア担当：石川・吉葉）☎８８－７８８１

心配ごと相談 （時間9:00～12:00）
場

所

期

アルミ缶（単位：個）（６月16日～７月15日）

日

すずらん

本
所（田野倉）
保健福祉センター☎88－7881

8月28日（水）
（行政・県民相談併催）

烏山支所（初 音）
社会福祉センター☎84－1294

8月21日（水）
（行政・人権相談併催）

9月11日（水）
（人権相談併催）

9月４日（水）
（行政相談併催）

協力事業所と受注作業 （６月分）
すずらん
㈱丸星食品
㈱シオダ

☎ 88-0840
切干大根袋詰め
ピン取り出し・
袋詰め他
カラーマウント
組み付け

㈲菊地製作所

寄

付（敬称略）
6月15日～7月14日

社会福祉振興基金
室井敏男（金井）
JAなす南セレモニーホール
（ふれあい感謝祭）

善

束原

正記

意

銀

1,199円
27,000円

行
5,000円
（くれよんス
クール払出）

記事の訂正とお詫び
2013年7月10日発行「なすからすやま社協だ
より７月号」におきまして、寄付者報告の中に誤り
がありました。寄付者様及び関係各位にご迷惑を
お掛けしましたこと謹んでお詫びいたしますとと
もに、次のとおり訂正させていただきます。

「社会福祉振興基金」
（誤）海老根正二・故トシヱ
→（正）海老根昭二・故トミヱ

あすなろ

☎ 82-3141

㈲大森紙器
㈱ムロコーポレーション
㈲坂本製作所
㈱那須ニコン
ムラおこし応援団

箱折り
自動車部品選別等
自動車部品選別等
リサイクル裁断等
箱折り等

福祉サービス利用状況
（６月末現在）
介護保険サービス
ホームヘルプサービス
福祉用具貸与
ケアプラン作成
介護予防ケアプラン作成

100件
29件
194件
29件

介護保険以外のサービス
生活支援ホームヘルプ
障害者ホームヘルプ
有償ホームヘルプ
日常生活用具貸与

17件
9件
16件
18件

児童発達支援事業契約数
放課後等デイサービス契約数

34件
30件

あすてらすサービス契約数

28件

☎ 88-0840

野沢 悦子
根本 治重
松本 英美子
仲山 正夫
川上 恭治
雫 芳雄
ひのみや
東北化工
アヤラ産業
相田 和子
リンレイテープ
栗山商店
志鳥上自治会有志
丸星食品
矢崎部品
日本技研
山中釣り堀
中山地区有志一同
那須烏山温泉寿の湯
愛和苑
ペット霊園那須烏山
藤田 マス子
加藤 次雄
露久保 章
大桶上自治会有志
少林寺拳法高根沢東支部
少林寺拳法宇都宮東支部
野村 弘
露久保 英司
露久保 芳広
佐藤
隆
伊沢 和一
鈴木 喜代子
植村 清治
アロハカントリークラブ
福喜屋商店
鈴木自動車
増渕 和夫
横枕ソフトボール愛好会
小貫 和夫
矢野（志鳥）

（合計

あすなろ

☎ 82-3141

85 秋元 春美
130 阿相 光郎
650 あづま美容室
92 池澤 ます子
250 石川 翔平
300 海野自動車部品
200 遠藤 照子
200 小川 タケヒコ
1,500 小野 幸夫
300 大輪 加代
340 小川床屋
150 神長下自治会協力者
600 ㈱那須ニコン
300 上境中組協力者
672 釜銀
150 菊池 久美子
64 小泉 徳男
1,300 斉藤 守
200 坂田商店
2,300 JAなす南
108 下境西組三班協力者
1,300 城東自治会協力者
1,000 大喜 操
320 高橋 一夫
1,000 高橋 富次
80 高橋 任
80 田村 とも子
800 土谷 登貴江
150 栃木カヤックセンター
400 中村商店
400 生魚商店
300 成瀬 一郎
500 根本 章
300 野上 明光
300 檜山 三郎
50 ファミリーレストラン笠井
500 富士山苑
150 ポーラエスティン那須南
2,500 谷浅見協力者
（数量未記入） ㈲青木商会
300 ㈲大森生コン
両方理容店

20,321個）

（合計

300
680
210
300
360
60
450
150
200
150
240
240
460
2280
190
230
150
240
230
60
230
780
80
80
150
1010
2340
80
6000
80
830
1570
160
80
150
80
1800
230
550
150
1010
60

24，
680個）

社会福祉協議会は、皆さんの「心」に支えられて活動しています。 ご理解とご協力をお願いします。
なすからすやま社協だより ４

