
1

社協だより

ふれあいネットワーク
つくばみらい市社会福祉協議会つくばみらい市社会福祉協議会

№134134

2022 年７月号

　ボランティアについて学習し、実際に子どもや高齢者に対する支援に参加することで、ボランティアを始
めるきっかけにしてみよう！！今だからこそ楽しみながらちょこっと人に役立つことを始めてみませんか？
１ 日 目　７月 28日（木） 9：00～ 12：00　　きらくやま　世代ふれあいの館　会議室
　　　　　『カードゲームと LEGO® で SDGsを体感するワークショップ』
　　　　　講師：未来創造サポート　代表　寺島義智　氏
２ 日 目　８月 21日（日） 9：00～ 14：00　　現地集合
　　　　　『こども食堂を体験してみよう !!』
３ 日 目　８月 23日（火）10：00～ 12：00　　きらくやま　世代ふれあいの館　会議室
　　　　　『青少年の可能性 !「防災と災害ボランティア」～熱い思いが、地域を救う !! ～』
　　　　　講師：支援Ｐ（災害ボランティア活動支援プロジェクト会議）：委員
　　　　　　　　茨城県社会福祉協議会：防災活動アドバイザー
　　　　　　　　つくばみらい市　高雲寺：住職　米沢智秀　氏

こども食堂（地域食堂）のボランティア募集！！

★こども食堂のお知らせ★

「学生ボランティア講座」受講生募集

　こども食堂に興味のある方、料理が得意な方、少しだけでも携わってみたいという方、一緒にこども食堂
を開設してみませんか？

　会場の都合により、下記２地区の開催日程が変更になりましたのでお知らせいたします。
　福岡げんき食堂　【７月】 9日（土）⇨ 16日（土）　【８月】13日（土）⇨ 20日（土）
　やいた食堂　　　【７月】17日（日）⇨ 24日（日）
　直前の変更となり、皆様にご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いします。

　下記２地区のこども食堂は、７月よりお弁当のテイクアウト形式から会食形式へ変更となります。それに
伴い、事前予約は終了させていただきますのでご了承ください。また、会場の席数や参加人数の状況により、
お待ち頂く場合もございますのでご理解とご協力をお願いいたします。
　ほっこり食堂　７月 21日（木）13：00～ 18：00
　みらい平食堂　７月 23日（土）12：00～ 13：00

問 合 せ　ボランティア市民活動センター
　　　　　☎ 0297-25-2101

開催場所　つくばみらい市豊地区
開催時期　令和 4年秋頃開始予定
　　　　　月 1回　金曜日の夕方から夜
活動内容　買い出し・調理・配膳・片付け
　　　　　・子どもたちの見守り等

～日程変更について～

～形式の変更について～

№№134134

募集要件　市内在住・在勤の方他（学生可）
募集人数　若干名
募集期限　７月 22日（金）
申 込 先　ボランティア市民活動センター
　　　　　☎ 0297-25-2101

社協会費・共同募金を
財源に行なっています。

募集要件　ボランティアに関心のある高校生
・専門学生・大学生など

募集期限　７月 15日（金）

定　　員　20名（全３回参加できる方を優先します）
応募方法　応募フォームまたは電話にてお願いします。
問 合 せ　ボランティア市民活動センター　☎0297-25-2101

△応募フォーム
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●地域福祉
（会費651,500円　共募425,000円　補助金等7,178,215円）
桜まつり 534,853 円
こども食堂事業 1,468,844 円
貧困対策事業（みらい食堂） 146,037 円
児童等見守り強化事業（子育て応援弁当） 4,645,542 円
こども宅食事業費 65,890 円
シンデレラ城でこんにちは 66,251 円
※福祉事業調整資金積立等 1,327,298 円

●高齢者福祉
（会費1,679,200円　共募1,028,175円　他608,651円）
ひとりぐらし高齢者配食サービス 1,033,470円
高齢者会食サービス支援事業 50,500円
小地域会食サービス 52,347円
ふれあいいきいきサロン 568,000円
ちょこっと買い物ツアー 31,620円
買い物支援ぶらり旅・公用車維持費等 737,068円
※福祉事業調整資金積立 843,021円

●ボランティア育成
（会費 80,800 円　共募 249,000 円　他 224,724 円）
プラチナ世代地域参加事業 170,112 円
ボランティア入門講座等 63,035 円
※福祉事業調整資金積立等 321,377 円

●広報啓発
（会費 771,100 円　共募 550,000 円　他 139,388 円）
広報事業（社協だより発行） 1,105,243 円
社協会員増強運動 109,072 円
印刷機維持費等 59,340 円
※福祉事業調整資金積立 186,833 円

●生活支援
（会費 1,059,800 円　共募 625,000 円　他 35,408 円）
法律相談、心配ごと相談所の運営 1,449,000 円
シルバービューティーサービス 22,268 円
朗読サービス事業 30,321 円
※福祉事業調整資金積立等 218,619 円

●歳末たすけあい
（共募 418,200 円）
サンタが街にやってくる事業 7,200 円
ひとりぐらし高齢者おせち弁当配布事業 411,000 円

　つくばみらい市の高齢化率は、令和４年４月１日現在 26.5％約 14,000 名近い方が 65 歳
以上、うち約半数の 49.4％ 6,887 名が後期高齢者となっております。要介護認定者について

は、昨年から 59名増え、約 2,000 名、さらに、収束の兆しが見えない新型コロナウイルスの影響で、経済
的困窮、虐待、認知面の低下などの理由により支援が必要な方は増え続けており、福祉や介護などの福祉課
題は複雑かつ多様化している状況です。
　令和３年度につきましては、新型コロナウイルスの対応を余儀なくされるなか、支援が必要な方の相談援
助はもちろんのこと、当会が推進する各事業についても、極力、中止することなくウェブなどを活用し工夫
して進めました。

＜社協会費と共同募金の使いみち＞
　皆さまからご協力いただいた「社協会費 4,250,600 円」や「赤い羽根共同募金 4,623,369 円」の配分金
をもとに進めた主な事業は下記のとおりです。なお、（　）内の数字は社協会費及び共同募金からの配分金等
であり、各事業の後の数字が使われた経費になります。
　なお、※印につきましては、コロナ感染防止の影響等により残金が出たため、福祉事業調整資金として積
立てました。積立分は、令和４年度以降に活用させていただきます。

令和３年度　事業報告及び決算報告
事業報告

決算報告 （収入額）788,935,009円 （支出額）754,792,364円

科目別収入額 事業別決算額会費収入
4,242,400 円 0.5%

その他の収入
1,947,769 円 0.2%

市受託事業（子ども）
11,221,016 円 1.5%

前年度繰越金
17,290,919 円 2.2%

積立預金取崩収入
35,434,440 円
4.5%

退職積立預金取崩収入
4,038,080 円 0.5%

施設整備等
補助金収入

265,260,000 円
33.6%

障害福祉サービス等
事業収入
5,042,944 円 0.6%
保育事業収入
108,246,631 円 13.7%

介護保険収入
18,016,006 円 2.3%

共同募金配分金収入
3,295,375 円 0.4%

市受託事業
（高齢者）
28,715,995 円
3.8%

市受託事業
（障がい者）
29,063,531 円
3.9%

寄付金収入
1,753,676 円 0.2%

県社協補助金収入
200,000 円 -%

善意銀行運営事業
2,001,157 円 0.3%

福祉資金貸付事業
1,728,351 円 0.2%
障害者相談支援事業
13,196,857 円 1.7%

会費・共同募金
配分金事業
12,827,013 円 1.7%

受託金収入
260,764,553 円

33.1%

保育園事業
379,001,311 円

50.2%

市指定管理事業（きらくやま）
117,519,378 円 15.6%

市受託事業（介護予防）
77,798,366 円 10.3%

法人運営事業
81,719,389 円 10.8%

市補助金収入
52,883,201 円 6.7%

貸付事業等収入
204,500 円 -%

事業収入
10,314,515 円 1.3%
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日　　時　７月 22日（金）18：30～ 20：30
場　　所　きらくやま世代ふれあいの館
対　　象　コロナ禍で経済的に困っている子育て世帯
　　　　　（18歳以下のお子さんがいる世帯）

開 催 日　①７月 21日（木）青木住宅自治会館
　　　　　②９月 15日（木）谷井田コミュニティセンター
受付時間　10：00～ 11：30
そ の 他　包丁は１人２丁まで、先着 50丁で受付を

終了します。

配 布 物　１世帯お米５㎏　※先着 100 世帯
　　　　　無くなり次第終了となります。
問 合 せ　ボランティア市民活動センター
　　　　　☎ 0297-25-2101

出来上がりの包丁は正午までの受け取り
となります。

問 合 せ　ボランティア市民活動センター
　　　　　☎ 0297-25-2101

　75 歳以上の一人暮らし及び高齢者世帯で買い物に行くのが困難な方（免許証を返納された
方、自宅に車がない方など）に、送迎付きの買い物ツアーを開催します。

　コロナ禍で経済的に困っている子育て世帯へお米の無料配布会を開催します。

　「すこやか福祉館」では毎日たくさんのお客様に対して、無料マッサージ機コーナーを設置しご利用いただ
いております。使用頻度が非常に高く故障してしまうマッサージ機も多い状況です。もし、皆様のご家庭に
使用していない動作不良個所のないマッサージ機がありましたら寄付して頂けないでしょうか？
※機種や状態によっては、ご遠慮させて頂く場合がありますのであらかじめご了承ください。
問合せ：本所　施設管理担当　☎ 0297-57-0205

　調理中に、包丁が切れなくて困ったことはありませんか。「みらい研ぎクラブ」では、そんな悩みを解決。
ボランティアによる包丁研ぎ会を開催します。

参加者募集　　買い物ぶらり旅

お米の配布会を開催

ご家庭で使っていないマッサージ機をきらくやまで活躍させてください

「みらい研ぎクラブ」ボランティア包丁研ぎ開催

ー

社協会費・共同募金を
財源に行なっています。

参 加 費　無料（購入品については自己負担）
申 込 先　ボランティア市民活動センター　☎ 0297-25-2101

実 施 日 ②８月 26日（金）
守谷市　ヨークタウン守谷
10：00～ 11：30
（申込日）８月９日（火）～８月 12日（金）

①７月 22日（金）
守谷市　ジョイフル本田・ジャパンミート
10：00～ 11：30
（申込日）７月５日（火）～７月８日（金）
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〈編集・発行〉

地域包括支援センター　〒300-2395　茨城県つくばみらい市福田195　市役所伊奈庁舎内　☎0297-57-0203

本　　所　〒300-2312　茨城県つくばみらい市神生530　きらくやまふれあいの丘すこやか福祉館内
　　　　　☎ 0297-57-0205　  0297-57-0206　ＨＰ https://www2.tm-shakyo.jp　メール mail@tm-shakyo.jp
支　　所（ボランティア市民活動センター）　〒300-2422　茨城県つくばみらい市古川1015-1　保健福祉センター内
　　　　　☎ 0297-25-2101　  0297-52-0730

社会福祉法人 つくばみらい市社会福祉協議会

令和４年４月から令和４年５月末までに善意銀行に寄付を寄せられた方々は次のとおりです。（順不同・敬称略）

大切にします！あなたの善意大切にします！あなたの善意

【善意銀行】・伊奈東中吹奏楽部 96,710 円　・（株）丹羽 8,900 円　・松本譲二 8,530 円　・えびちゃんの
花 3,000 円　・和（なごみ）ルイ＆メイ 2,000 円　・十和運送 お菓子　・農創 米 5kg × 20 袋　30kg ×
10 袋　・匿名希望（計４名）・米 300㎏・洗剤 6箱・米 60㎏・米 5kg × 32 袋、塩麹 32本
【フードパントリー】・横田漬物店 漬物 72袋　・山中佑里恵 サラダ油等　・匿名希望 食品・調味料等一式

法律相談・心配ごと相談のご案内
日頃困っていること、悩んでいることなどお気軽にご相談ください。事前の電話予約が必要です。
（本所 ☎ 0297-57-0205）　開催場所　きらくやま　すこやか福祉館

▲予約は、当日の
　正午まで

◎法律相談：午後１時から４時

▲予約は、前日の
　午後5時まで

◎心配ごと相談：午後１時から３時
7月13日(水)

8月10日(水)

7月 5日(火) 7月12日(火) 7月19日(火) 7月26日(火)

8月 2日(火) 8月 9日(火) 8月16日(火) 8月23日(火) 8月30日(火)

社協会費・共同
募金の財源で
行っています

ありがとうございました

【正規職員】
募集職種　一般事務職員
採用人数　若干名
年齢要件　昭和 62年４月２日から

平成 12年４月１日までに生まれた者
受験資格　介護支援専門員を取得している者

（主任介護支援専門員資格を取得できる者）
社会福祉士資格を取得している者
保健師資格を取得している者
相談支援専門員資格を取得している者
社会福祉主事任用資格を取得している者

※上記資格保有者で普通運転免許証を所持している者
試験日時　令和 4年 8月 21日（日）　
試験内容　午前：筆記試験・作文試験

午後：面接試験・体力検査
試験会場 きらくやまふれあいの丘　すこやか福祉館内

つくばみらい市神生 530 番地
募集期間　８月４日（木）まで

職員募集のお知らせ
採用予定日　令和５年４月１日
※但し、上記予定日以前の中途採用も可とする。
【会計年度任用職員】
募集職種　介護支援専門員

（地域包括支援センター勤務）
採用人数　若干名
受験資格　介護支援専門員を取得している者
試験内容　面接試験
試 験 日　随時
採 用 日　相談のうえ決定
勤 務 日　週３日から５日　※要相談
賃　　金　時給 1,415 円
※詳細につきましては要項（HP http://www2.tm-
shakyo.jp 掲載）をご確認願います。
※ご不明な点につきましては、社会福祉協議会まで
お問合せください。

問 合 せ　☎ 0297-57-0205　採用担当

日　　程　８月５日（金）～８月６日（土）
場　　所 きらくやまふれあいの丘「世代ふれあいの館」
宿泊場所 茨城県立中央青年の家（貸切バスにて移動します）
対 象 者　市内在住の小学４年生から中学３年生
参 加 費　無料

募集人数　20名
募集期間　７月 15日（金）まで
申込方法　電話連絡による申込
申 込 先　ボランティア市民活動センター
　　　　　☎ 0297-25-2101

　福祉に関する体験を通して福祉の心を育てるワークキャンプを開催します。
　シニア体験、マタニティ体験など、普段では感じる事のできないことをワークキャンプの中で経験し、夏
休みの楽しい思い出を作りましょう。

君の心に福祉が育つ！福祉体験ワークキャンプ参加者募集！
社協会費・共同募金を
財源に行なっています。


