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Ⅰ 社会福祉事業 

１ 地域福祉事業 

（１）法人運営事業 

ア 法人運営事業 

（ア）理事会・評議員会 

理事会 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R1.5.29(水) 

 

(1)平成 30年度事業報告について 

(2)平成 30年度一般会計収支決算について 

(3)役員の推薦について 

(4)評議員選任・解任委員会の開催及び評議員 

   候補者の推薦について 

(5)定時評議員会の開催日及び提出議案につい 

   て 

喜連川社会福

祉センター 

 

理事 11名 

監事 1名 

R1.6.19(水) (1)就業規程の一部改正について 

(2)経理規程の一部改正について 

(3)評議員選任・解任委員会の委員の選任につ 

  いて 

(4)会長及びに副会長の選定について 

喜連川社会福

祉センター 

理事 11名 

監事 2名 

R1.12.9(月) 

 

(1)中小企業退職金の清算について 

(2)令和元年度一般会計補正予算について 

(3)評議員候補者の推薦及び評議員選任・解任 

   委員会の開催について 

(4)定時評議員会の開催日及び提出議案につい 

   て 

(5)会長及び副会長の職務の執行状況について 

喜連川社会福

祉センター 

理事 10名 

監事 2名 

R2.3.18(水) 

 

(1)令和２年度事業計画について 

(2)令和２年度収支予算について 

(3)嘱託職員就業規程の一部改正について 

(4)臨時職員就業規程の一部改正について 

(5)福祉基金規程の一部改正について 

(6)評議員会(第３回)の開催見合わせについて 

(7)会長及び副会長の職務の執行状況について 

(8)事業進捗状況報告について 

喜連川社会福

祉センター 

理事 11名 

監事  2名 

 

 評議員会 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R1.6.13(木) 

 

(1)平成 30年度事業報告について 

(2)平成 30年度一般会計収支決算について 

(3)役員の選任について 

氏家公民館 評議員 

   18名 
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R1.12.17(火) 

 

(1)中小企業退職金の清算について 

(2)令和元年度一般会計補正予算について 

氏家公民館 評議員 

   20名 

決議日 

R2.3.27(金) 

 

書面による同意 

(1)令和２年度事業計画について 

(2)令和２年度収支予算について 

 評議員 

   25名 

 

 

 会計監査 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R1.5.22(水) 

 

平成 30 年事業報告について 

平成 30 年度一般会計収支決算について 

氏家福祉セン

ター 

監事 2名 

 

 

 役員・評議員研修 

期 日 内   容 場 所 出席者 

 【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】   

 

 会長・副会長会議 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R1.5.17(金) 

 

(1)理事会に提出する議案について  

 

喜連川社会福

祉センター 

会長・副会

長   3名 

R1.9.5(木) 

 

(1)職員の産前産後育児休業予定期間について 

(2)産前産後育児休業中の代替職員の採用につ 

   いて 

(3)栃木県社協主催による成年後見制度普及啓 

   発セミナーinさくらの開催について 

(4)市長とのカフェトークの開催について 

(5)生活困窮自立支援事業のこれまでの実績に 

   ついて 

喜連川社会福

祉センター 

会長・副会

長   3名 

 

R1.11.27(水) 

 

(1)予算について 

(2)理事会に提出する議案について 

喜連川社会福

祉センター 

会長・副会

長   3名 

R2.3.3(火) 

 

(1)理事会・事業部会に提出する議案について 喜連川社会福

祉センター 

会長・副会

長   3名 

  

（イ）評議員選任・解任委員会 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R1.6.10(月) 

 

(1)評議員の選任について 

(2)その他 

喜連川社会福

祉センター 

委員 3名 

 

R1.12.11(水) 

 

(1)評議員の選任について 

(2)その他 

喜連川社会福

祉センター 

委員 5名 
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（ウ）防災士資格取得 

 職員 1名防災士資格取得 

 

（エ）第三者委員会 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R1.11.12(火) 

 

・福祉サービス苦情解決研修会 とちぎ福祉 

プラザ 

委員 3名 

 

R2.3.27(金) 

 

・令和元年度苦情報告について 

【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】 

  

 

（オ） 補助金等配分委員会 

期 日 内   容 場 所 出席者 

H31.4.24(水) 

 

・補助金交付の可否について審議 

 ①ご近所ふれあいサロン活動助成金 

 ②福祉ボランティア活動助成金 

喜連川社会福

祉センター 

配分委員 

     5名 

R2.2.4(火) 

 

・補助金交付の可否について審議 

① ご近所ふれあいサロン活動助成金 

氏家福祉セン

ター 

配分委員 

     5名 

 

（カ）機動力整備 

 軽トラック購入 ホンダアクティ 

 

（キ）市長とのカフェトーク（懇談会） 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R1.11.5(火) 

 

(1)市行政との連携強化について 

(2)福祉拠点の整備について 

(3)相談体制整備の協力について 

(4)災害時における連携体制について 

市役所 市長 

市職員 3名 

会長 

副会長 2 名

職員 6名 

 

イ 企画広報事業  

（ア）企画広報事業（社協だより、ＳＮＳ） 

  ・社協だより 3回発行（41号 8.10  42号 1.3 43号 3.31） 

  ・さくらッピーブログ 随時更新※R1.12.1をもって終了 

  ・さくらッピーFacebook 随時更新 

  ・ホームページ 随時更新 
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（イ）会員募集 

募集期間 種類 会員数 金額 総額 

R1.6.26(水) 

～ 7.31(水) 

 

普通会費 9,275世帯 5,532,970円 

6,534,970円 特別会費 159名 211,000円 

賛助会費 193社 791,000円 

 

   （ウ）事業部会 

期 日 内   容 場 所 参加者数 

R1.7.29(月) 

 

(1)平成 30年度事業部会事業報告及び令和元年 

   度事業部会事業計画について 

(2)スロープ付き福祉車両貸出要綱の改正につ 

   いて 

(3)マイクロバス使用及び運行要綱の制定につ 

   いて 

(4)物品貸出要綱の制定について 

喜連川社会福

祉センター 

部会員 

  10名 

R2.3.6(金) 

 

(1)令和２年度さくら市社会福祉協議会事業計 

   画について 

(2)新規事業について 

   ①フードバンク 

   ②地域福祉市民活動計画（評価・検証） 

   ③終活セミナー 

   ④新スポーツ講習会 

   ⑤福祉講演会（新規事業ではない） 

(3)事業進捗状況報告 

喜連川社会福

祉センター 

部会員 

  11名 

 事業部会研修 

【コロナウイルス感染拡大防止のため中止】 

  

 

（エ）職員学習会・職員定例会 

 職員学習会 

期 日 内   容 場 所 参加者数 

R1.6.5(水) 議会傍聴（学童保育について） 市役所 職員 5人 

 

 

 職員定例会 

期 日 内   容 場 所 参加者数 

H31.4.23(火) (1)職員の異動について  

(2)理事会・評議員会について 

(3)補助金等配分委員会について 

喜連川社会福

祉センター 

職員 5人 
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R1.7.24(水) (1)事業部会に提案する事項について  

(2)成年後見制度につぃて 

氏家福祉セン

ター 

職員 5人 

R2.2.3(月) (1)今年度の事業について  

(2)来年度予算について 

氏家福祉セン

ター 

職員 5人 

 

（オ）さくらッピーの活用 

 本会・市・児童センター各種イベントにて活用 

 

   （カ）入学おめでとう事業（新小学１年生） 

期 日 内   容 対象者数 

H31.4.10(水) 

 

「さくらッピー」下敷きの贈呈 

 

新小学 1年生 

        437 人 

 

（キ）卒業おめでとう事業（小中高卒業生） 

期 日 内   容 対象者数 

高等学校 

R2.3.2(月) 

しおり及びメッセージを入れた封筒を 

さくら市内小中高校卒業生に贈呈 

令和元年度卒業生 

     1,093 人 

中学校 

R2.3.7(月) 卒業式祝詞贈呈 市内小中高校  9校 

小学校 

R2.3.19(木) 

 

（２）地域福祉推進事業 

ア 地域福祉事業 

（ア）地域福祉ネットワーク事業 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R1.5.10(金) 役員会  

・定期総会について 

・総会資料並びに役割分担について 

氏家福祉センタ

ー 

4人 

 

 

R1.5.27(月) 定期総会 

・平成３０年度事業報告並びに収支決算に 

 ついて 

・令和元年度事業計画並びに収支予算につ 

いて 

氏家公民館 58人 

「地域福祉ネットワーク事業について」 

 事務局より説明 

R1.8.27(火) 役員会 

・各地区情報交換会について  

・視察研修について 

氏家福祉センタ

ー 

4人 



- 6 - 
 

R1.10.1(火) 各地区情報交換会 

・「ＡＩロボットをサロン活動にご利用く 

ださい」 

上阿久津福祉ネットワーク会 

副会長 福島 徹 氏 

・各地区での活動状況について情報交換 

氏家公民館 28人 

R1.11.25(月) 視察研修 

・日光東照宮、田母沢御用邸記念公園視察 

日光市 16人 

R2.1.29(水) 役員会 

・各地区ネットワーク会長・副会長等研修 

会について  

・その他 

氏家福祉センタ

ー 

4人 

R2.2.25(火) 各地区ネットワーク会長、副会長等研修会 

・ヒカリノカフェ蜂須小店（障がい者就労 

支援施設）視察 

大田原市 16人 

 

（イ）福祉講演会 

期 日 内   容 場  所 来場者数 

R2.3.14(土) 演題 介護は想像力 

講師 一龍齋 春水 氏 

【コロナウイルス感染拡大防止のため 

中止】 

  

 

 

（ウ）ご近所ふれあいサロン活動助成金 

交付日 内   容 交付団体数 交付額 

R1.5.15(水) 

 

・補助金等配分委員会において 

 審議の上、交付 

サロン提供団体 

    25団体  

740,000円 

R2.2.4(火) 

 

・補助金等配分委員会において 

 審議の上、交付 

サロン提供団体 

     1団体  

20,000円 

 

（エ）いきいきふれあいサロン（氏家・喜連川） 

   氏家 毎月第３水曜日開催 

期 日 内  容 場 所 参加者数 

H31.4.17(水) ・お茶会 氏家福祉 

センター 

利用者     5人 

ボランティア 2人 

R1.5.15(水) ・急須敷(コースター作り) 氏家福祉 

センター 

利用者     3人 

ボランティア 3人 

R1.6.19(水)  ・タオルで犬作り 氏家福祉 

センター 

利用者    9人 

ボランティア 2人 
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R1.7.17(水) ・料理教室(すいとん、野菜の塩もみ) 氏家福祉 

センター 

利用者    6人 

ボランティア 1人 

R1.9.18(水)  ・料理教室(カレーライス、フルーツ) 氏家福祉 

センター 

利用者    7人 

ボランティア 1人 

R1.10.16(水)  ・頭を使うゲーム          氏家福祉 

センター 

利用者    8人 

ボランティア 1人 

R1.11.20(水)   ・祝い鶴(おりがみ) 氏家福祉 

センター 

利用者    5人 

ボランティア 2人 

R1.12.18(水) ・料理教室(けんちん、ケーキ、デザ

ート) 

氏家福祉 

センター 

利用者    5人 

ボランティア 2人 

R2.1.15(水) ・ビンゴゲーム(景品あり) 氏家福祉 

センター 

利用者       8人 

ボランティア 2人 

R2.2.19(水) ・エコパークしおや見学 氏家福祉 

センター 

利用者    8人 

ボランティア 2人 

R2.3.18(水) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

 

喜連川（協力団体：喜楽会）毎月第１水曜日開催 

期 日 内  容 場 所 参加者数 

H31.4.3(水) ・民話（さくら市民話の会） 

・輪投げゲーム 

喜連川社会 

福祉センター 

利用者  19人 

喜楽会  13人 

R1.5.8(水) ・藤の花作り 喜連川社会 

福祉センター 

利用者  15人 

喜楽会  12人 

R1.6.5(水)  ・語り部(横山淑子氏) 

・ギター演奏(スプルースアンサンブル) 

喜連川社会 

福祉センター 

利用者  16人 

喜楽会  11人 

R1.7.3(水) ・ハーモニカ演奏（ジョイフル・リバー・ア

ンサンブル） 

・オカリナ演奏(陽だまり) 

喜連川社会 

福祉センター 

利用者  19人 

喜楽会  11人 

R1.8.7(水)  ・健康生活のお話 

・体のお話（喜連川整骨院技師） 

喜連川社会 

福祉センター 

利用者  16人 

喜楽会  10人 

R1.9.4(水)  ・フラダンス(ロミロミ＆パイナ) 

・笑いヨガ(津浦景子氏) 

喜連川社会 

福祉センター 

利用者  19人 

喜楽会  12人 

R1.10.2(水)   ・籠作り 

 

喜連川社会 

福祉センター 

利用者  17人 

喜楽会  11人 

R1.11.6(水) ・読み聞かせといろいろ 

・コーラス(コール喜連川) 

喜連川社会 

福祉センター 

利用者  18人 

喜楽会  12人 

R1.12.4(水) ・クリスマスツリー作り 

・ミュージックベル演奏（マッシュ

Poteto） 

喜連川社会 

福祉センター 

利用者  15人 

喜楽会  10人 
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R2.1.8(水) ・大正琴演奏（箏睦会） 

・南京たますだれ 

喜連川社会 

福祉センター 

利用者  20人 

喜楽会  11人 

R2.2.5(水) ・ピエロ人形作り 喜連川社会 

福祉センター 

利用者  17人 

喜楽会  13人 

R2.3.4(水) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

 

（オ）レコードサロン（協力団体：ちくおんき桜）毎月第３木曜日開催 

期 日 事 業 名 場  所 参加者数 

H31.4.18(木) 第 23回「出発」特集 氏家福祉センター 38人 

R1.5.16(木) 第 24回「グループサウンズ１」特集 氏家福祉センター 42人 

R1.6.15(土) ジャッキースガノを囲んでレコード談

義 

山形県寒河江市 10人 

R1.6.20(木) 第 25回「グループサウンズ２」特集 氏家福祉センター 54人 

R1.7.18(木) 第 26回「フォークソング１」特集 氏家福祉センター 47人 

R1.8.8(木) 第 27回「フォークソング２」特集 氏家福祉センター 47人 

R1.9.19(木) 第 28回「演歌の花道」特集 氏家福祉センター 54人 

R1.10.15(火) 第 29回「ジャッキーチョイス」特集 氏家公民館ホール 94人 

R1.10.20(日) アナログレコードを聴こう会の代表山

田真久を囲んでレコード談義 

新潟県燕三条市 10人 

R1.11.11(木) 第 30回「私の音楽アラカルト」特集 氏家公民館 84人 

R1.12.17(火) 第 5 回出前レコードサロン 押上公民館 13人 

R1.12.19(木) 第 31回「クリスマスソング」特集 氏家福祉センター 64人 

R2.1.16(木) 第 32回「新春の歌」特集 氏家福祉センター 76人 

R2.2.20(木) 第 33回「冬の演歌」特集 氏家福祉センター 72人 

R2.3.12(木) 【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

    

   （カ）福祉施設連絡会 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

 【コロナウイルス感染拡大防止のため中

止】 

  

 

（キ）福祉まつり 

期 日 事業名 場  所 参加者数 

R1.7.29(月) 第 1 回合同会議 氏家公民館 36団体 

R1.8.30(金) 第 1 回実行委員会 氏家福祉センター 10人 

R1.9.17(火) 第 2 回実行委員会 氏家福祉センター 9人 
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R1.10.9(金) 第 3 回実行委員会 喜連川公民館 10人 

R1.10.9(水) 第 2 回合同会議 喜連川公民館 37団体 

R1.10.18(金) パネル運搬・会場設営等 前日準備 氏家体育館・体育

館駐車場 
30人 

R1.10.19(土) 第 14回さくら市福祉まつり 

 参加団体数 59  

氏家体育館・体育

館駐車場 

2,000人 

R2.1.16(木) 第 4 回実行委員会 氏家福祉センター 6人 

 

（ク）地域サロン活動者実践講習会 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R1.11.15(金) 内容 ①笑み筋体操 

講師 金枝 明子 氏 

   ②成年後見制度について 

講師 栃木県社会福祉協議会 

 品田望恵子氏 

氏家公民館 

 

 13団体 

28人 

 

（ケ）涙活（協力団体：涙涙さくら）毎月第２火曜日開催 

期 日 事 業 名 場  所 参加者数 

H31.4.9(火) 映画「ペコロスの母に会いに行く」 氏家福祉センター 39人 

R1.5.14(火) 映画「いま、会いにゆきます」 氏家福祉センター 34人 

R1.6.11(火) 映画「世界の中心で、愛を叫ぶ」 氏家福祉センター 43人 

R1.7.9(火) 映画「最高の人生の見つけ方」 氏家福祉センター 30人 

R1.7.13(土) 研修会（映画鑑賞） TOHOシネマ宇都宮 9人 

R1.8.6(火) 映画「火垂るの墓」 氏家福祉センター 47人 

R1.9.10(火) 映画「手紙」 氏家福祉センター 45人 

R1.10.8(火) 映画「５２」 氏家福祉センター 52人 

R1.11.12(火) 映画「きみに読む物語」 氏家福祉センター 50人 

R1.12.10(火) 映画「34丁目の奇跡」 氏家福祉センター 51人 

R2.1.14(火) 映画「ゴーストニューヨークの幻」 氏家福祉センター 52人 

R2.2.4(火) 映画「黄昏」 氏家福祉センター 56人 

R2.3.9(月) 研修会 

【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

R2.3.10(火) 映画 

【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

 

 

 



- 10 - 
 

（コ）地域共生社会勉強会 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R1.6.21(金) 地域共生社会に向けた第１回地域座談会 

・グループワーク 

栃木県塩谷庁舎 

 

職員 1人 

R1.9.6(金) 地域共生社会に向けた第２回地域座談会 

・グループワーク 

栃木県塩谷庁舎 

 

職員 1人 

R2.2.12(水) 地域共生社会に向けた第３回地域座談会 

・グループワーク 

栃木県塩谷庁舎 

 

職員 1人 

R1.12.1(日) 成年後見制度普及啓発セミナー 

講師 宇都宮家庭裁判所 

主任書記官 島田 貴士 氏 他 

氏家公民館 

 

職員 6人 

R2.1.30(木) 地域共生社会研修会 

講師 宇都宮大学教育学部 

教授 陣内 雄次 氏 

氏家公民館 

 

職員 7人 

 

（サ）日常生活自立支援事業（あすてらす） 

地 区 利用者数 年間活動数 

氏家 9 名 
延べ 125回 

喜連川    0名 

 

イ 児童・青少年福祉事業 

（ア）福祉機器貸付事業 

 

（イ）養護施設就学援助事業 

期 日 相手先 援助額 

R1.5.28(火) 社会福祉法人 養徳園  50,000円 

 

（ウ）養護施設及び企業、社協との連携支援事業 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R1.8.8(木) アサヒグループ食品栃木さくら工

場（旧和光堂）・養護園との連携

事業 

・相撲観戦（宇都宮場所） 

ブレックスアリーナ

宇都宮 

養護園  22人 

 

ウ 高齢者福祉事業 

（ア）買い物バスツアー 

 喜連川地区 毎月第２金曜日開催 

期 日 内 容 買物場所 参加者数 
同行ボラン 

ティア数 
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H31.4.12(金) 食事・お花見 ザ・ビッグエクストラ 6人 0人 

R1 .5.10(金) 食事・いちご狩り オータニ  6人 1人 

  6.14(金) 食事・ポピー園 道の駅きつれがわ等 4人 0人 

  7.12(金) ブルーベリー狩り  オータニ 5人 1人 

  8. 9(金) 食事 ベイシア 等 3人 2人 

  9.13(金) 食事・ぶどう狩り リオン・ドール 5人 2人 

  10.16(水) 食事・りんご狩り ヨークベニマル 3人 1人 

  11.8(金) 食事 ダイソー 等 6人 1人 

   12.13(金) 食事 道の駅はが 等 4人 0人 

R2. 1.10(金) 食事 サンキ 等 5人 1人 

    2.14(金) 食事 農産物直売所さくら 等 5人 1人 

  3.13(金) 【コロナウイルス感染拡大

防止のため中止】 

   

  計 52人 10人 

 

 氏家地区 毎月第４金曜日開催 

期 日 内 容 買物場所 参加者数 
同行ボラン 

ティア数 

H31.4.10(水) 食事・お花見 ベイシア 9人 3人 

R1. 5.24(金) 食事・いちご狩り オータニ 12人 2人 

  6.28(金) 食事 道の駅きつれがわ等 12人 2人 

  7.26(金) ブルーベリー狩り  ザ・ビッグエクストラ 10人 4人 

  8.23(金) 食事 農産物直売所さくら 等 10人 2人 

  9.27(金) 食事・ぶどう狩り リオン・ドール 10人 3人 

  10.25(金) 食事・りんご狩り ヨークベニマル  10人 1人 

  11.22(金) 食事(チャリティ新そば会) ザ・ビッグエクストラ 8人 2人 

   12.26(金) 食事 道の駅はが 等 11人 1人 

R2. 1.24(金) 食事 サンキ 等 10人 2人 

    2.28(金) 【コロナウイルス感染拡大

防止のため中止】 

   

  3.27(金) 【コロナウイルス感染拡大

防止のため中止】 

   

  計 102人 22人 

 

（イ）友愛訪問事業（福祉チョコ・豆餅の配布） 

 福祉チョコ 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R1. 5.7(火) 福祉チョコ袋詰め 

 

喜連川社会福祉

センター 

民生委員 

24人 
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R1.5.12(日) 

～ 5.18(土) 

民生委員・児童委員への福祉チョコ配布 

対象者 75才以上一人暮らし高齢者 

 対象者数 

474人 

  

豆餅 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R1. 12.20(金) 行政区長会による豆餅つき もち米 240㌔ 喜連川社会福祉

センター 

行政区長 

38人 

R1.12.24(火) 

～12.25(水) 

民生委員・児童委員への豆餅配布 

対象者 75才以上一人暮らし高齢者 

 対象者数 

485人 

 

（ウ）ひとり暮らし高齢者のつどい 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R1.10.4(金) ・日帰り研修・交流 

・対象者 75才以上一人暮らし高齢者 

埼玉県川越方面 45人 

R2.3.18(水) 【新型コロナウイルス感染防止のため中止】   

    

エ 障がい者福祉事業 

（ア）初心者手話講習会 毎週火曜日開催 

期 日 内  容 場 所 受講者数 

R1.9.24(火) 

～  12.3(火) 

全 10回 

・自己紹介や日常的に使用される語い 

・簡単な会話の聞き取り 

氏家公民館 

 

7人 

 

（イ）車イスの貸出 

地 区 貸出数 

氏家 25件 

喜連川 12件 

 

（ウ）スロープ付福祉車両（軽自動車）の貸出 

貸出数 16件 

 

（３）ボランティア振興事業 

ア 福祉教育事業 

（ア）ボランティア養成講座 

期 日 事業名 内 容 場 所 参加者数 

R1.11.24(日) 

 

さくら市防災訓練 ・災害支援活動展 

 示ブースの出展 

押上小学校 職員  2人 
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（イ）傾聴ボランティア養成講座 

期 日 内 容 場 所 参加者数 

R1.11.6(水) 

～ 12.4(水) 

全 5回 

傾聴の基本について 

 講師 傾聴ハピネス  

    渡邊純子 氏 

氏家公民館 10人 

 

    

（ウ）登録ボランティア交流会 

期 日 内 容 場 所 参加者数 

 

 

【コロナウイルス感染拡大防止のため

中止】 

  

 

（エ）サマースクール 

期 日 内 容 場 所 参加者数 

R1.8.2(金) 車いすバスケット体験 

講師 栃木県車いすバスケットボール 

連盟 1名 

氏家体育館 高校生  2人 

中学生  4人 

小学生  2人 

R1.8.6(火) 盲導犬ふれあい講座 

講師 東日本盲導犬協会 2名 

氏家公民館 高校生  4人 

中学生  4人 

小学生  4人 

R1.8.16(金) 災害体験 栃木県防災館 高校生  2人 

中学生  2人 

 

（オ）学童・生徒のボランティア活動普及事業（協力校） 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R1.12.9(月) 盲導犬ふれあい講座 

講師 東日本盲導犬協会 2名 

南小学校 

体育館 

南小学校 

4年生  90人 

R1.12.18(水) 車いすバスケット体験 

講師 栃木県車いすバスケットボール 

連盟 1名 

押上小学校 

体育館 
押上小学校 

4年生  20人 

R1.10.9(水) 福祉啓発用キャラクターグッズ作成 

（各事業において配布） 

 
 

 

（福祉教育・福祉体験） 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R1.7.2(火) ・車いす体験・高齢者擬似体験 

・アイマスク・白杖体験 

南小学校 

体育館 

南小学校 

4年生   90人 

R1.11.26(火) ・車いす体験・高齢者擬似体験 

・アイマスク・白杖体験 

喜連川小学校 

体育館 

喜連川小学校 

4年生   62人 

R1.12.10(火) ・車いす体験・高齢者擬似体験 上松山小学校 上松山小学校 
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・アイマスク・白杖体験 体育館 4 年 1組 30人 

4 年 3組 30人 

R1.12.12(木) ・車いす体験・高齢者擬似体験 

・アイマスク・白杖体験 

上松山小学校 

体育館 

上松山小学校 

4年 2組 30人 

R2.1.15(水) ・車いす体験・高齢者擬似体験 

・アイマスク・白杖体験 

熟田小学校 

体育館 

熟田小学校 

4年生   21人 

 

イ 被災地支援・減災事業 

（ア）減災運動会 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R1.11.20(水) 減災運動会前日リハーサル 

・東北福祉大学生とさくら清修高校 

 生による合同練習 

押上小学校 

体育館 

大学生   24人 

大学職員   3人 

高校生   15人 

R1.11.21(木) 協力団体：東北福祉大学 

     さくら清修高等学校 

     押上小学校 

・さんあい体操 

・減災〇×クイズ 

・みんなでつなげ！バケツリレー 

・みんな一緒、車椅子避難リレー！ 

・防災レンジャーショー 

押上小学校 

体育館 

 

5,6 年生   56人 

教員        6人 

地域参加者 16人 

大学生    24人 

大学職員    3人 

高校生    15人 

高校教諭    1人 

 

（イ）３.１１追悼・応援イベント 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R1.1.21(火) 教諭との打ち合わせ さくら清修高校 教諭    2人 

R1.1.29(水) 第 1 回実行委員会 さくら清修高校 高校生  30人      

教諭    2人 

R1.2.13(木) 教諭との打ち合わせ さくら清修高校 教諭    2人 

R1.3.11(水) 3.11“絆”プロジェクト in さくら

2020 

【新型コロナウイルス感染防止のた

め中止】 

  

 

（ウ）災害支援活動 

期 日 事 業 名 等 場   所 参加者数 

R1.6.18(火) 大根、玉ねぎ、なす、じゃがいも、

なすの提供 

宮城県東松島市 ボランティア 7人 

R1.8.2(金) 被災地研修 宮城県名取市 さくら清修高校生 

13人 
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R1.10.1(火) なす、オクラ、しいたけの提供 宮城県東松島市 ボランティア 5人 

R1.10.5(土) 

～  10.9（水） 

千葉県鴨川市災害ボランティアセン

ター運営支援 

千葉県鴨川市 職員         1人 

R1.11.9(土) 被災地支援活動 栃木市 さくら清修高校生 

38人 

高校教諭   5人 

会長・職員  5名 

R1.11.26(火) ねぎ、白菜、大根等の提供 宮城県東松島市 ボランティア 5人 

R1.11.28(木) 被災地支援活動 佐野市 災害支援登録 

ボランティア 5人 

会長・職員  5名 

R1.12.3(火)  佐野市災害ボランティアセンター 

運営支援 

佐野市 職員         2人 

R1.12.5(木)  佐野市災害ボランティアセンター 

運営支援 

佐野市 職員     2人 

R2.2.12(水) 小松菜、ほうれん草の提供 宮城県東松島市 ボランティア 6人 

 

（エ）絆（ボランティア）事業 

期 日 事 業 名 場  所 参加者数 

R1.6.12(水) 宮城県名取市閖上の記憶視察 宮城県女川町 JA女性部会 

狹間田支部  8人 

R1.7.3(水) 宮城県名取市閖上の記憶視察 閖上の記憶 

(宮城県名取市) 

草川サロンボラン 

ティア   20人 

R1.7.25(木) 宮城県視察 閖上の記憶 

(宮城県名取市) 

石巻市立大川小

学校跡 

喜連川地区民児協 

20人 

R1.11.15(金) 福島県大熊町視察 福島県大熊町 民生委員 OB会 

21人 

R1.11.30(土) 宮城県塩釜市視察 

災害に関する講和 

小島 淳 氏（小島蒲鉾店社長) 

宮城県塩釜市 ボランティア 11人 

 

ウ ボランティア活動支援事業 

（ア）福祉ボランティア活動助成金 

交付日 内   容 交付団体数 交付総額 

R1.5.15(水) 

 

・補助金等配分委員会において審議 

 の上、交付 

ボランティア団体 

     6団体  

140,000円 
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（イ） ボランティアセンター整備 

  放送機材購入 

 

（ウ）ちょっとボラ（エコキャップ、入れ歯回収他）の推進 

種類 当年度実績 その他 

エコキャップ 310,030個 累計 13,233,704個(ポリオワクチン 12,565人分) 

プルタブ・アルミ缶 換金額 26,398円  

入れ歯回収 無  

 

（４）共同募金配分金事業 

  会計監査 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R1.5.22(水) 

 

(1) 平成 30 年度赤い羽根共同募金協力結果報

告について 

(2)平成 30年度寄付金会計収支決算について 

(3)平成 30年度事務費会計収支決算について 

氏家福祉セン

ター 

 

監事 2名 

  運営委員会 

期 日 内   容 場 所 出席者 

R1.6.19(水) 

 

(1) 平成 30 年度赤い羽根共同募金協力結果報

告について 

(2) 平成 30年度寄付金会計収支決算について 

(3) 平成 30年度事務費会計収支決算について 

(4) 令和元年度寄付金会計収支予算について 

(5) 令和元年度事務費会計収支予算について 

喜連川社会福

祉センター 

 

運営委員 

   13名 

R1.9.5(木) 

 

(1) 平成 30 年度赤い羽根共同募金協力結果に

ついて 

(2) 令和元年度赤い羽根共同募金運動について 

喜連川社会福

祉センター 

 

運営委員 

   10名 

  

 赤い羽根共同募金実績 

運動期間 種類 会員数 金額 募金総額 

R1.10.1(火) 

～ 11.30(土) 

 

戸別募金 9,244世帯 3,697,160円 

4,364,901円 
法人募金 166社 667,741円 

  

ア 高齢者福祉活動費 

（ア）高齢者団体活動支援 

団体名 団体数 交付額 

さくら市いきいきクラブ連合会     1団体 10,000円 

各地区単位クラブ 29クラブ 145,000円 
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イ 障がい者福祉活動費 

（ア）障がい者団体活動支援 

団体名 交付額 

さくら市身体障害者福祉会 60,000円 

さくら市手をつなぐ育成会 30,000円 

 

ウ 児童・青少年福祉活動費 

（ア）子育てカフェ 

期 日 内   容 場  所 参加者数 

R2.3.7(土) 【新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため中止】   

    

    

 

 

エ 福祉育成・援助活動費  

（ア）活動補助金（地域福祉ネットワーク会・地区社協） 

団体名 団体数 交付総額 

氏家地区地域福祉ネットワーク会 41地区 
930,200円 

喜連川地区社会福祉協議会 18行政区 

 

オ 指定配分事業 

（ア）災害見舞交付  1件 

 

２ 福祉基金事業 

（１）福祉基金造成事業 

内   容 件数 場所等 

故人の遺志・企業団体による寄付に対する感

謝状贈呈 

10 件 葬儀場・自宅等 

 

３ 貸付事業 

（１）貸付事業 

貸付事業 等 

資金種類 件数 

生活福祉資金貸付事業 0件 

さくら市社会福祉金庫 7件 

栃木県愛の基金 0件 

罹災者見舞金（交付） 8件 
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Ⅱ 公益事業 

１ 指定管理事業 

（１）氏家福祉センター 

講座利用状況 

講座名 人数 開催日時 回数 実人数 

盆栽 23人 毎月第 1･3火曜日 

9時～12時 

22回 506人 

民謡（踊り） 6人 毎月第 1･3水曜日 

9時 30分～12時 

20回 120人 

民謡（唄） 15人 毎月第 2･4水曜日 

9時 30分～11時 30分 

22回 330人 

カラオケ 40人 毎月第 2･4木曜日 

9時 30分～11時 30分 

22回 880人 

陶芸 19人 毎月第 1･3水曜日 

9時～16時 

23回 437人 

うの花俳句 8人 毎月第 2･4木曜日 

9時～12時 

21回 168人 

編み物 22人 毎月第 3金曜日 

9時 30分～12時 

10回 220人 

団体利用状況 

団体名 人数 開催日時 回数 実人数 

囲碁愛好クラブ 17人 毎週月曜日､第 1･4木曜日 

9時～16時 

57回 969人 

シルバーカラオケ愛

好会 

38人 毎月第 2･4水曜日 

13時～16時 

21回 798人 

紺俳句会氏家支部 4人 毎月第 1木曜日 

13時 30分～16時 

11回 44人 

朗読ボランティアハ

チドリの会 

7人 月末 2日間 9時 30分～16時 52回 364人 

毎月第 1木曜日･第 3月曜日 

10時～12時 

サークル手編み 9人 毎月第 1･3火曜日 

9時 30分～12時 

21回 189人 

一閑張 陽だまり 30人 毎月第 3月曜日 10時～15時 13回 390人 

毎月第１･３月曜日 

10時～15時 

ちぎり絵の会 7人 毎月第 1･3火曜日 

10時～15時 

21回 147人 

パッチワーク華 4人 毎月第 2火曜日 

9時～15時 

9回 36人 
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こっとんハート 7人 毎月第 1･2･4水曜日 

【第 1･4】9時 30 分～12時 

【第 2】9時 30分～15時  

32回 224人 

傾聴ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱえん 18人 毎月第 4金曜日 

14時～16時 

7回 126人 

ハッピーの会 14人 毎月第 4金曜日 

10時～13時 

9回 126人 

絵手紙 4人 毎月第 1月曜日 

9時 30分～12時 

9回 36人 

健康体操 15人 毎週金曜日 

10時～11時 

19回 285人 

ボランティアパート

ナーズ 

14人 毎月第 2水曜日 

13時～16時 

8回 112人 

 

 

サロン利用状況 

事業名 人数 開催日時 回数 実人数 

いきいき・ふれあい 

サロン 

8人 毎月第 3水曜日   

10時～13時 

10回 82人 

 

施設利用状況 

月 利用回数 利用人数 月 利用回数 利用人数 

4 月 25回 131人 10月 15 回 90 人 

5 月 17回 111人 11月 10回 74 人 

6 月 16回 112人 12月 20回 83 人 

7 月 19回 123人 1月 28 回 245 人 

8 月 15回 100人 2月 20 回 135 人 

9 月 20回 191人 3月 33 回 105 人 

  合計 238 回 1,500人 

 利用者総人数 8,657人 

 

（２）上松山児童センター 

  平成 20年 4月から指定管理 

児童センター 

主な事業 場所 回数 参加者数 

げんきっこ祭   センター内・外 1回 939人 

寺子屋「将棋教室」 相談室 10回 150人 

作って食べ隊「さつまいも」 どんぐりひろば・畑 11回 170人 
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３Ｊクラブ「祭準備・ボランティ

ア・清掃等」 
どんぐりひろば他 13回 83人 

げんきっこ祭ボランティア活動 どんぐりひろば 1回 248人 

さくら市探検隊「危険マップ・ひ

なめぐり・ブルーベリー」 
市内 4回 46人 

親子サッカー教室 上松山小校庭 7回 277人 

寺子屋絵画教室 駐車場・学童室 11回 79人 

地域交流納涼彩「灯篭参加・灯篭

製作」 

駅前広場・どんぐりひ

ろば 
3回 43人 

折り紙製作 どんぐりひろば 13回 106人 

地域交流「防災フェスタ・生き物

観察（大野地区）」、「ぼうじぼ

（穂積地区）」 

公民館・周辺川・穂積

地区 
3回 33人 

地域施設交流（つきみ） デイサービスつきみ 3回 21人 

障がい児交流（ぴーち・ぱいん） どんぐりひろば 4回 28人 

子ども企画「卓球大会」 どんぐりひろば 1回 11人 

キッズダンス どんぐりひろば 5回 74人 

体操遊び どんぐりひろば 2回 16人 

クッキング（そば・うどん・だん

ご・ケーキ） 
学童室・調理室 4回 67人 

科学あそび（スライム・光る箱・

くねくねまん・実験） 

学童室・どんぐりひろ

ば 
4回 92人 

出前講座（福祉まつり・ゆめ！さ

くら博・児童館フェア・学童） 
体育館・科学館・学童 4回 829人 

製作等（雑巾・ディンプル・パソコ

ン・お店屋さんごっこ・空気砲） 
どんぐりひろば 29回 486人 

不審者訓練・避難訓練 全館 10回 502人 

福祉上映会 どんぐりひろば 2回 242人 

その他（自然体験・水遊び・トラ

ンプ・ボーイスカウト・節分等） 

校内・どんぐりひろば

等 
12回 173人 

センター利用者   4,715人 

  利用者総人数 6,459人 

 

子育て支援 

主な事業 場所 回数 参加者数 

げんきっこ祭 全館 1回 789人 

わくわくタイム どんぐりひろば 80回 630人 

とっとこクラブ（１歳児親子） 学童室 6回 80人 

やんちゃクラブ（２,３歳児親子） 学童室 5回 90人 



- 21 - 
 

離乳食試食実習 学童室 2回 37人 

親子リトミック教室 学童室 11回 371人 

地域施設交流「わくわく運動会」  

=よかげんき= 
どんぐりひろば 1回 48人 

わくわく学習会「冬にかかりやすい

感染症」 
どんぐりひろば 1回 14人 

館外活動出前「春・秋を探そう・い

ちご・りんご狩り」 

ゆうゆうパーク・運動

公園 
4回 117人 

赤ちゃんとスキンシップ 学童室 10回 199人 

わくわく人形劇 どんぐりひろば 2回 40人 

わくわく誕生会 どんぐりひろば 10回 195人 

親子ズンバ教室・親子エアロビ教室 
どんぐりひろば・学童

室 
7回 193人 

避難訓練・ＡＥＤ救命講習 どんぐりひろば 3回 88人 

地域交流「どるちぇコンサート」 
学童室・どんぐりひろ

ば 
4回 195人 

マイチャレンジ（中学生と親子交

流） 
どんぐりひろば 6回 133人 

子育て支援=発達支援センター職員= どんぐりひろば 10回 113人 

その他（しゃぼん玉・映画会・製

作・クッキング他） 

どんぐりひろば・駐車

場  
27回 529人 

参加者   3861 

  利用者総人数 7,959人 

 

子育て相談 

  相談記録が 

あるもの 

簡易な相談 
合 計 

うち関係機関へ 

繋げたもの 電 話 メール その他 

年間件数 60 件 299件 0件 124件 483件    1件 

 

上松山小学童保育 

   指導員 8名 

   

利用者（4月 1日時点） 

学年 児童数 学年 児童数 合計 

１年 51 人 4年  22人 
162人 

(前年度 143人) 
2年 34人 5年  11人 

3年 27人 6年  17人 
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指導内容 

      生活の目標 

     ・元気にあいさつしましよう 

     ・遊んだあとは必ずお片づけをしよう 

     ・元気よく仲良く遊ぼう 

     ・静かに人の話を聞きましょう 

    

     事業内容 

 月 内 容 月 内  容 

 4月 こいのぼり製作  10月 ハロウィン製作 

 5月 フラワーアレンジメント  11月 避難訓練(地震)・マイチャレンジ受入 

 6月 七夕製作  12月 クリスマス会 

 7月 かき氷・マジックショー  1月 読み聞かせ会 

 8月 ブルーベリー狩り・小遠足  2月 節分豆まき、不審者対策訓練 

 9月 避難訓練（地震） 

 3月 プラ板製作 

※コロナウイルス感染防止による市内

学校一斉休校により 3日から臨時開所 

        ※カレンダー製作・誕生会は毎月 

（３）喜連川社会福祉センター 

施設利用状況 

月 利用回数 利用人数 月 利用回数 利用人数 

4月 17回 242人 10月 18回 217人 

5月 14回 157人 11月 17回 192人 

6月 14回 158人 12月 11回 159人 

7月 12回 136人  1月 10回 117人 

8月 6回 83人  2月 12回 127人 

9月 12回 169人  3月 6回 72人 

 合計 149回 1,829人 

 

イ 教室利用状況 

教室名 人数 開催日時 回数 実人数 

そば教室  10人 

 

毎月 1・3金曜日 

午前 8時 30～13時 

※３月休み 

  22回     220人 

   利用者総人数 2,049人 

 

（４）生きがいセンター 

ア 教室（大会）利用状況 

教室名 人数 開催日時 等 回数 実人数 
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陶芸教室    10人 

 

毎週水・木曜日 

(素焼き・本焼き) 

午前 9時～12時 

  140回   1,400人 

レザークラフト教室    7人 毎月第 2水曜日    11回      77人 

ゲートボール大会 

（社協会長杯） 

   85人 10月 2日（水） 

かんぽの宿喜連川 GB場 

14チーム参加 

  1回    85人 

 

ペタンク大会 

（社協会長杯） 

  138人 11月 13日（水） 

喜連川運動場 

41チーム参加 

  1回    138人 

グラウンド・ゴルフ大会 

（社協会長杯） 

  171人 11月 17日（日） 

兎田河原 GG 場 

  1回     171人 

輪投げ大会 

（社協会長杯） 

 210人 11月 29日（金） 

氏家体育館 

37チーム参加 

  1回        210人 

  利用者総人数 2,081人 

 

２ 受託事業 

（１）学童保育 

ア 学童保育 

期 日 会議・研修名 場所 参加者数 

R1.5.20(月) 学童保育指導員会議 

・各学童保育室における現状と課題 

氏家福祉センター 10人 

発達障害児の特徴と対応について 

講師 学校教育課 

   黒田 敦子 氏 

R1.10.13(日) 栃木県放課後児童支援員等資質向上研修 

初任者研修 

トコトコ大田原 4人 

R1.10.22(火) 栃木県放課後児童支援員等資質向上研修 

中堅者研修 

トコトコ大田原 1人 

R2.2.2(日) 栃木県放課後児童支援員認定資格研修 

（4 回コース） 

栃木県教育会館 1人 

R2.2.9(日) 

R2.2.16(日) 

R2.2.23(日) 

R2.2.28(金) 学童保育指導員会議 

・キャリアアップ処遇改善事業について 

・コロナウイルス対策について 

氏家福祉センター 12人 
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（ア）押上小学童保育 

 平成 13年 4月から運営開始 

指導員 3名 

 

利用者数（4月 1日時点） 

学年 児童数 学年 児童数 合計 

１年 9 人 4年  12人 

50人 

(前年度 47人) 
2年 9 人 5年  8人 

3年 8 人 6年  4人 

 

指導内容 

 ・学童室が子どもたちにとって安心して過ごせるように努めます 

 ・友達と仲良くできる   

 ・約束やきまりを守る 

 

     事業内容 

月 内 容 月 内 容 

4月 新入生校内案内 10月 折り紙工作 

5月 フラワーアレンジメント製作 11月 クリスマスリ飾りつけ 

6月 保護者へメッセージカード製作 12月 毛布工作・クリスマス会 

7月 七夕飾り  1月 ルームブレス製作 

8月 科学工作・かき氷  2月 指編みマフラー製作 

9月 空き箱工作  3月 ダンボール工作 

※コロナウイルス感染防止による市

内学校一斉休校により 3 日から臨時

開所 

  ※カレンダー製作・誕生会は毎月 

 

（イ）熟田小学童保育 

 平成 14年 4月から運営開始 

指導員 3名 

    

利用者数（4月 1日時点） 

学年 児童数 学年 児童数 合計 

１年 4 人 4年 8人 
32人 

(前年度 44人) 
2年 8 人 5年 3人 

3年 5 人 6年 4人 

 

 



- 25 - 
 

指導内容 

 ・１人１人が大切にされ、皆の意見と考えが反映される学童 

 ・遊びと生活をみんなで考え、工夫し、力を合わせて取り組める学童保育にする 

 ・親が安心して働くことができ、また子供たちが安心して過ごせるようにする 

 ・指導員同士は一貫性を持つ指導をする学童保育になるよう心掛ける 

 ・学童は異年齢児保育なので支えながら関係を築き生き生き過ごせるようにする 

 ・一人一人の子供の生活指導、発達段階の状況を承知しながら適切な指導をする 

 ・環境を整え、明るい学童室を心がける 

     事業内容 

月 内 容 月 内 容 

4月 ダンボール工作 10月 ハロウィン製作 

5月 フラワーアレンジメント 11月 クリスマス飾り製作 

6月 七夕飾り製作 12月 クリスマス会 

7月 生き物観察  1月 羽子板遊び 

8月 映画鑑賞会・かき氷  2月 壁面製作 

9月 

ダンボール工作 

 3月 

ダンボール工作 

※コロナウイルス感染防止による市

内学校一斉休校により 3 日から臨時

開所 

  ※カレンダー製作・誕生会は毎月 

（２）福祉団体事務 

ア 福祉団体事務（高齢者） 

（ア）いきいきクラブ連合会 

期 日 主な行事 場 所 出席者数 

H31.4.11(木) 総会 喜連川公民館    60人 

R1.5.23(木) ペタンク大会 

団体優勝 鹿子畑睦会 

喜連川運動場 42チーム 

   134人 

R1.5.29(水) 

～5.30(木) 

単位クラブ会長、役員及び連合会 

役員研修会 

・「地域包括ケアシステムへの取り組み」

について 

・高齢者の生きがいと健康づくり 

喜連川温泉 

ホテルニュー

さくら 

54人 

R1.6.15(土) 社会奉仕の日 各単位クラブ 23クラブ 

    355人 

R1.6.25(火) 輪投げ大会 氏家体育館 42チーム 

    233人 

R1.7.9(火) 第 1 回いきいきクラブ研修会 

 講師：さくら市高齢課  高根 幸江 氏 

    インストラクター 神山 裕子 氏 

氏家公民館    70人 
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R1.7.17(水) グラウンド・ゴルフ大会 

団体優勝 フィオーレ和会 

兎田河原運動

場 

13チーム 

   115人 

R1.8.27(火) 第 23回県老連サークル活動発表大会 

 出演：コーラス(フィオーレ和会) 

宇都宮市文化

会館 

      17人 

R1.8.27(火) 

～8.29(木) 

第 34回県老連作品展示 宇都宮市文化

会館 

 16品出展 

R1.8.29(木) 第 25回栃木県民福祉のつどい 宇都宮市文化

会館 

       9人 

R1.9.10(火) 第 33回栃木県老人クラブ大会 

 表彰  

 育成功労者 伝馬町千寿会 渡邉 明 氏 

 活動賞 台町槐の会 

 加入促進賞 采女いきいきクラブ 

宇都宮市文化

会館 

    17人 

R1.9.17(火) いきいきクラブ講演会  

＊健康寿命について 

講師：仲嶋医院 仲嶋秀文氏 

＊高齢者のための各種被害防止について 

   講師：さくら警察署 

生活安全課長 沖田順一氏 

喜連川公民館       120人 

R1.9.20(金) 社会奉仕の日 各単位クラブ 22クラブ 

     322人 

R1.10.9(水) 県老連スポーツ大会 

 グラウンド・ゴルフ フィオーレ和会 

 ペタンク 鹿子畑睦会 

 輪投げ 馬場桜陽会 

真岡市井頭公

園軟式野球場 

   21人 

R1.10.19(土) 第 14回さくら市福祉まつりへの協力 

 バザー出店 

氏家体育館    15人 

R1.10.26(土) 

～ 10.27(日) 

ゆめ！さくら博 2019 氏家体育館   19人出展 

R1.11.8(金) いきいきクラブ女性部研修会 日光市方面       46人 

R1.11.13(水) 社会福祉協議会会長杯ペタンク大会 

＊優勝 フィオーレ和会 B 

喜連川運動場 41チーム 

     138人 

R1.11.20(水) いきいきクラブ健康ウォーキング  矢板市 

県民の森 

      35人 

R1.11.29(金) 社会福祉協議会会長杯輪投げ大会 

団体優勝 鷲宿松鷲会 

氏家体育館 37チーム 

     210人 

R1.12.9(月) 第 4 回いきいきクラブみんなのつどい 

 サークル活動発表会〔8団体出演〕 

氏家公民館 来場者 

     150人 
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R2.1.23(木) 単位クラブ会長会議  

＊来年度の単位クラブ補助金改正(案)につ

いて〔さくら市高齢課長他担当者 2名〕 

＊全国老人クラブ大会の報告 

＊各単位クラブ会長からの要望事項 

喜連川公民館 役員・単位

クラブ会長 

   30人 

R2.2.17(月) 市町老人クラブ連合会リーダー研修会 とちぎ健康の

森 

      15人 

 

イ 福祉団体事務（障がい者） 

（ア）身体障害者福祉会 

期 日 主な事業 場 所 参加者数 

H31.4.19(金) 平成 31年度総会 喜連川社会福祉センター     35人 

R1.6. 2(日) げんきっこ祭への協力（餅つき） 上松山児童センター 10人  

R1.6.14(金) 役員研修 栃木市方面  18人 

R1.8.29(木) 県民福祉のつどい 

栃木県知事表彰  片岡賀三 氏 

 栃身連会長表彰  永井輝夫 氏 

              金子ウメノ 氏 

宇都宮市文化会館 12人 

R1.9.22(日) 県障害者スポーツ大会 

 【天候不良のため中止】 

  

R1.10.16(火) 会員研修 鹿沼市方面 33人 

R1.10.19(土) さくら市福祉まつり参加（車椅子体験） 氏家体育館駐車場 11人  

R1.12. 2(月) 県身体障害者福祉のつどい とちぎ福祉プラザ  8人 

R2.1.20(月) 

  ～1.21(火) 

総合研修 乃木温泉ホテル 26人 

 グラウンド・ゴルフ大会 5回 

 ソフトペタンク大会   5回 

 

（イ）手をつなぐ育成会 

期 日 主な事業 場 所 参加者数 

R1. 6. 3(月) 総会 氏家福祉 

センター 

9人 

R1. 8. 4(日) 交流会（ブルーベリー狩り） ギャラリー 

一隅 

14人 

R1.10.19(土) 
さくら市福祉まつりへの協力 

(ジュース販売) 
氏家体育館 15人 

R1.12.14(土) 県レクリエーション事業①(牧場散策 他) 千本松牧場 21人 
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R2. 2.16(日) 

  ～ 2.17(月) 

 

総合研修事業 

県レクリエーション事業②(いちご狩り) 

天候不良につき農場休業のため直売品購入 

塩原温泉 

ぬりや 

塩原 

いちごランド 

23人 

 

 

（３）各種相談 

ア 法律相談 毎月第３金曜日開催 

期 日 件数 相談事項 

H31.4.19(金) 6件 相続 3・離婚 1・不動産 2・ 

R1.5.17(金)  7件 相続 1・離婚 1・不動産 1その他 4 

   6.21(金) 7件 相続 2・離婚 1・不動産 1・その他 3 

   7.19(金) 7件 相続 2・扶養１・離婚 2・不動産 1・その他 1 

   8.23(金) 4件 相続 2・離婚 1・その他 1 

   9.20(金) 5件 相続 1・扶養１・金銭 1・その他 2 

  10.18(金) 7件 離婚 1・不動産 1・金銭 2・損害賠 1・その他 2 

  11.15(金) 7件 相続 2・離婚 2・不動産１・その他 2 

  12.20(金) 7件 扶養１・慰謝料 2・その他 4 

R2.1.17(金) 5件 相続 1・離婚 2・損害賠 1・その他 1 

   2.21(金) 3件 離婚 1・不動産１・金銭１ 

   3.27(金) 7件 相続 4・離婚１・不動産 1・損害賠 1 

計 72件  

 

イ 心配ごと相談所 毎月第２木曜日 

期 日 相談員 会 場 件数 相談事項 

H31.4.11(木)  添田一 氏家公民館   2件 金銭、その他 

R1.5.9(木)  深尾淳 喜連川公民館   0件  

   6.13(木)  鈴木美智子 氏家公民館   1件 その他 

   7.11(木)  人見喜子 喜連川公民館   0件  

   8.8(木)  田中文子 氏家公民館   0件  

   9.12(木)  人見喜子 喜連川公民館   2件 その他 

  10.10(木)  髙齋定男 氏家公民館   2件 その他 

  11.14(木)  深尾淳 喜連川公民館   0件  

  12.12(木)  添田一 氏家公民館   1件 その他 

R2.1.9(木)  深尾淳 喜連川公民館   0件  

   2.13(木)  髙斎定男 氏家公民館   0件   

   3.12(木) 
【新型コロナウイルス感染拡大防

止により中止】 
 

  計   8件  
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（４）養成研修 

ア 手話奉仕員養成研修 毎週木曜日開催 

期 日 事業名 内 容 場 所 受講者数 

R1.5.16(木) 

～  9.26(木) 

全 19回 

手話奉仕員養成講座 

入門課程 

  18講座 

   3講義 

氏 家 公 民

館 

 

8人 

R1.10.3(木) 

～R2.3.26(木) 

全 21回 

手話奉仕員養成講座 

基礎課程 

  22講座 

   3講義 

氏 家 公 民

館 

8人 

修了生 

   8人 

 

（５）ファミリー・サポート・センター事業 

会員数 

会員区分 前年度末 本年度 3月末 

利用会員 166人 164人 

提供会員 25人 24人 

両方会員 21人 25人 

合 計 212人 213人 

 

活動状況 

 内    容 回数 

1 保育所・幼稚園の開始前の預かり・送り 4回 

2 保育所・幼稚園の終了後の迎え・預かり 3回 

3 小学校の開始前の預かり・送り 0回 

4 小学校の終了後の迎え・預かり 1回 

5 学童保育後の迎え・預かり 0回 

6 福祉施設への送迎 0回 

7 福祉施設終了後の預かり 0回 

8 保育園、幼稚園、小学校、学童から自宅への送迎 0回 

9 子どもの習い事への送迎 6回 

10 保育園、幼稚園、学校の休みの時の預かり 12回 

11 冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の預かり 0回 

12 買い物等外出の際の預かり 1回 

13 保護者の就労（短期・臨時・求職活動等）時の預かり 3回 

14 保護者の病気、急用等の場合の預かり 2回 

15 保護者等のリフレッシュ・習い事等の預かり 24回 

16 その他 17回 

17 キャンセル 11回 

 合   計 84回 
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事業内容 

 内    容 回数等 

1 さくら市広報・社協だよりによる会員募集                           2回 

2 提供会員・両方会員のための講習会 1回 

3 保育園、医療機関、他関係機関にパンフレットを作成し配布 31か所 

4 ファミサポ便り発行 2回 

5 会員交流会 0回 

 

（６）生活困窮者自立支援事業 

【新規相談件数】 59件 

情報提供や相談対応のみで終了 

他の制度や専門機関で対応 

自立相談支援機関が支援し、プランを作成 

16件 

37件 

6件 

【相談終了件数】 4件 

【生活状況が改善された者】 3件 

 

    住居確保給付金 

相談件数         2件 

申請件数         1件 

 


