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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

2012 年７月号

　５月２５日、第１回の“買い物ぶらり旅事業”を
実施しました。この事業は、７５歳以上のひとり暮
らしの方と高齢者世帯の方を対象に、買い物には不
便なところに住んでいたり、普段自分で買い物に行
けない方を募り実施したものです。
　今回は、みらい平駅前のカスミ周辺店舗にご協力
いただき、ゆっくりと買い物を楽しむことができ、
参加者からは「また参加したい」との声が多く大好
評でした。

実　施　日　７月２７日（金）
バス送迎します（申込時要相談）

行　き　先　とりせん みらい平店周辺
対　象　者　７５歳以上ひとり暮らしの方、または

７５歳以上の高齢者世帯の方
先着４０名

参　加　費　無料（購入品については自己負担）
募集期間　７月１３日（金）まで

▲手話を体験中 ▲ビンゴ大会は超満員 ▲ふたばランドのチビッコたち

　６月２日（土）きらくやまふれあいの丘において、「第１回社協
まつり」を開催しました。今回は、今までのこども祭りとふくし祭
りを統一しスケールアップして開催したことにより、４０００名を
超える来場者がありました。ご協力いただいたボランティア団体や
福祉関係団体・施設の方々は、休む暇なく大忙しの大盛況で終わる
ことができました。こどもスタンプラリー・福祉スタンプラリーや
各種模擬店のほか、野外ステージでの大ビンゴ大会も行われ、小さ
なお子さんからおじいちゃん、おばあちゃんまでが福祉体験などを
とおして、遊びながら「ふくし」に触れ、福祉に対する理解とふれ
あいの輪が広がったことを嬉しく思います。
　また、募金活動として、こどもスタンプラリー１１９，２６５円・チャリティー塩ちゃんこ２９，６５０円・や
きそば１４２，９００円・いなの里、ぬくもり荘及びガールスカウトの皆さんの募金活動協力により１５，４２８
円が集まり、総額３０７，２４３円となりました。この募金は、全額赤い羽根共同募金会に寄付いたしました。
　皆様ご協力ありがとうございました。

社協まつり社協まつり 大盛況！大盛況！

たのしくお買い物をたのしくお買い物を 次回、参加者募集！参加者募集！

▲片庭会長とガールスカウトによる街頭募金

共同募金・社協会費の共同募金・社協会費の
財源で行っています財源で行っています

申込み　☎25－2101
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託児ボランティア活動

防犯散歩ボランティア研修会

包丁研ぎボランティア

子どもたちと過ごす楽しい時間子どもたちと過ごす楽しい時間

地域の安全を見守るために地域の安全を見守るために

小学校で みらい研ぎクラブが活躍！小学校で みらい研ぎクラブが活躍！

　託児ボランティア養成講座から誕生したボランティアグループ“ソレイユ”の
活動が始まりました。ボランティアさんに甘える子、遊びをねだる子など賑やか
な、そして和やかな時間は、あっという間に過ぎたようでした。今後の活躍に期
待しています。

　５月１６日、防犯散歩ボランティア登録者と一般の方を対象に研修会を開催しま
した。常総警察署生活安全課の協力のもと、「防犯に関する意識の向上と地域の現
状について」お話をいただいたあと、茨城県警察音楽隊の皆さんを迎え“防犯コン
サート”を開催。音楽をとおして防犯知識を学びました。

　団塊の世代の方を対象に開催しました“包丁研ぎボランティア講座”を終えて結
成されたボランティアグループ「みらい研ぎクラブ」の活動が盛んに行われています。
今までは保健福祉センターや公民館の包丁を中心に研いでいましたが、５月１７日
は谷井田小学校において実施しました。続いて谷原小・小絹小の包丁も研いでいます。

●ソレイユ　代表　都
みやこだ

田奈津子
　託児ボランティア“ソレイユ”の活動を、５月８日より開始しました。私たち託
児ボランティアは、小さなお子さんを持つ親御さんが安心して市や社協が開催する
講座などを受講できるようにと発足したボランティアグループです。
　第１回目は、家庭教育学級に出席される親御さんのお子さんを預かりました。子
どもたちがお母さんと離れて、知らない大人と過ごすことに子どもたちの反応はい
かんにと多少の不安もありましたが、そんな不安はすぐに消えました。さすが子育
てを終えたベテランのお父さん、お母さんたちの集まりなだけに、子どもたちはす
ぐに打ち解け、思い思いの遊び方で大人たちと楽しい時間を過ごしていました。
　このように安心して預けられる場所があるということは、子育て中のお母さんが
前向きに社会に目を向ける機会が持てるようになるのではないかと思っています。
　また、子どもたちにとっても家族以外の大人たちと接する機会が少なくなった昨今、
こうした機会に他の大人からの良い刺激を受けることができ、情操教育の一助ともなりうるのではと考えます。
　ソレイユでは、子育てを終えた方でボランティア活動をしてくださる方を募集しています。若いお母さんた
ちの子育てのお手伝いを一緒にしてみませんか？　子どもたちの屈託のない笑顔にきっと癒される時間となる
でしょう。

●研修会に参加して　Ｓさん
　今回、防犯散歩ボランティア研修会に参加して講師の先生から、子どもたちを取
り巻く事件や事故についての現況をお聞きし、改めて私たちボランティアの必要性
を学ぶことができました。
　毎朝、防犯の目印となる帽子やベストを着用して活動していますが、最近は認知
度も上がり通学途中の小・中・高校生とそれぞれ挨拶を交わせるまでになりました。
微力ではありますが、今後も防犯散歩ボランティアの一員として意識を高め、活動
してまいりたいと思います。研修の後半は、茨城県警察音楽隊による生演奏をお聴
きし、楽しい一時を過ごすことができました。感謝申し上げます。

●みらい研ぎクラブ　代表　遠藤光男
　いつもは人と語らうこともなく黙々と包丁を研いでいる私たちですが、この日は
違いました。小学校での包丁研ぎで、家庭科室の包丁を研いでいると大勢の子ども
たちが周りを囲み、じーっと包丁を研ぐ手を見つめている子、また“なぜ包丁を研
ぐの”など次から次に質問する子どもたちに対し、ひとつひとつ答えながら包丁を
研いでいますと時間が経つのも忘れ、これまでとは違う新しい包丁研ぎの楽しみを
知った一日でした。

▲いっぱい遊んだよ

▲笑顔がたえません

▲防犯コンサートのようす

▲常総警察署の講話

▲小学生からは質問がいっぱい

▲初めて見る包丁研ぎに興味津々
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ボランティア１日体験 小・中学生福祉体験

おもちゃ病院ピノキオ 障がい児親の会支援事業

就職相談会開催

サマーボランティア体験サマーボランティア体験 ワークキャンプ参加者募集ワークキャンプ参加者募集

壊れたおもちゃ直します壊れたおもちゃ直します みんなで七夕を楽しもうみんなで七夕を楽しもう

平成 24 年度 福祉・介護職場就職相談会のご案内平成 24 年度 福祉・介護職場就職相談会のご案内

　地域で暮らしている身体に障がいのある子どもた
ちと交流して、楽しいひとときを過ごしてみません
か？　きっと新しい発見があります。

　いろいろな体験や共同作業をとおして、福祉につ
いてみんなで考えながら、一緒に夏休みの素敵な思
い出を作りましょう。

日　　時　７月２８日（土）　１０時～１５時
会　　場　谷和原公民館
内　　容　身体に障がいのある子どもたちとの共同

作業や交流体験
対　　象　市内在住の小学生・中学生・高校生をは

じめ、一般の方まで広く募集します。た
だし、小学生は親の同伴が必要です。

募集人数　２０名（申込者多数の場合は抽選）
参　加　費　無料
募集期間　７月１２日（木）まで
申　込　み　２５－２１０１

日　　程　８月２日（木）～３日（金）
内　　容　手話・車いす体験・施設体験・古民家体

験・レクリエーションなど
宿　泊　先　古民家　松本邸（筒戸）
対　象　者　市内小学校４年生以上中学校３年生まで
募集人数　２５名（申込者多数の場合は抽選）
参　加　費　１, ０００円
募集期間　７月１２日（木）まで
申　込　み　２５－２１０１

　おもちゃ病院ピノキオでは、おもちゃドクターが
壊れたおもちゃを無料修理いたします。捨ててしま
う前に、ぜひ一度お持ちください。

※修理費は原則として無料ですが、部品などを交換
した場合は実費をいただくことがあります。また、
おもちゃの不具合状況によっては修理できないも
のもあります。

　もの作りやレクリエーションをとおして、伊奈特
別支援学校に通う子どもたちとふれあってみません
か？　ボランティアさんの作った昼食を一緒に食べ
て交流を深めましょう。

　福祉・介護職場への就労を希望する方等を対象に、次のとおり就職相談会を開催いたします。

開設日　毎月第１・３土曜日
時　間　午前９時３０分～１１時３０分
場　所　谷和原保健福祉センター内

日　時　７月７日（土）午前９時～午後１時３０分
場　所　谷和原公民館
内　容　七夕の飾りつけ、風船バレー、ミニコンサー

ト、昼食会（昼食付きです）
持ち物　米１合（１人につき）、上履き、飲み物、

タオル　
主　催　伊奈特別支援学校つくばみらい地区会
申込み　２５－２１０１

日　　程　平成２４年　８月２２日（水）　　９月２６日（水）　１０月２４日（水）
　　　　　　　　　　１１月２８日（水）　１２月２６日（水）
　　　　　平成２５年　１月２３日（水）　　２月２７日（水）　　３月２７日（水）
　　　　　時間は、１３時から１５時３０分まで
会　　場　きらくやまふれあいの丘　すこやか福祉館　つくばみらい市神生５３０
相談内容　福祉の仕事への就職や資格取得等の相談
対　象　者　福祉の職場に就職を希望する方・福祉の仕事、資格取得に関心のある方・求人事業所の方
相談方法　電話による事前予約制です。開催前日までに茨城県福祉人材センター（ＴＥＬ 029-244-4544）ま

でご連絡ください。【相談は無料です】
相　談　員　茨城県福祉人材センター所属のキャリア支援専門員
主　　催　茨城県社会福祉協議会
申　込　み　茨城県福祉人材センター　ＴＥＬ ０２９－２４４－４５４４

はんどちゃん

募集中

共同募金・社協会費の共同募金・社協会費の
財源で行っています財源で行っています

共同募金・社協会費の共同募金・社協会費の
財源で行っています財源で行っています



4

「ありがとうございました」

　平成 24 年４～５月に善意銀行に
寄付を寄せられた方々は次のとおり
です。　　　　　（順不同・敬称略）

ニューひろゆき会 35,329 円

匿名 3,000 円

匿名 3,000 円

匿名 2,000 円

本
もとうす

臼静雄 2,000 円

心配ごと相談・法律相談のご案内
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。
予約が必要です。（本所 ☎ 57-0123　支所 ☎ 25-2101）

◎心配ごと相談：午後１時～３時 ◎法律相談：午後１時～４時

本　所 支　所

８月 17日（金） 17 日 （金）

９月 19日（水） 19 日 （水）

10月 17日（水） 17 日 （水）

本　所 支　所

８月 14日（火） 28日（火） 7日（火） 21日（火）

９月 11日（火） 25日（火） 4日（火） 18日（火）

10 月 9日（火） 23日（火） 2日（火） 16日（火）

もの忘れ勉強会のご案内

もの忘れと認知症の違いや
認知症の予防について

お話しをします。

※随時、介護に関するご相談も受け付け
ております。まずはご連絡ください。

７月２日（月）9：30 ～ 11：30

場所：上谷井田公民館

８月２日（木）9：30 ～ 11：30

場所：板橋コミュニティセンター

編集・発行

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
☎ 0297-57-0123 ㈹
 0297-57-0206

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
谷和原保健福祉センター「やわらぎ」内
☎ 0297-25-2101
 0297-52-0730

Ｈ　Ｐ http://www.tm-shakyo.jp
メール mail@tm-shakyo.jp

共同募金・社協会費の財源で行っています

社会福祉法人

つくばみらい市社会福祉協議会

問合せ　☎57－0123

きらくやま休館日
　きらくやまの休館日は毎週月
曜日です。月曜が祝日のときは
火曜日になります。また、シャ
トルバスは休館日と日曜日が運
休日です。

　社会福祉協議会では、手話の普及を目的に「手話
入門講座」を開催いたします。手話に少しでも興味
のある方、参加をお待ちしています。
※ 資格などを得るための講座ではありません。

　皆さんとの交流、仲間づくりを目的に研修会を開
催します。今年の行き先は、開館２０周年記念の催
しとして二条城展が開催されている江戸東京博物館
と、土俵を囲んでちゃんこ鍋が食べら
れる両国の飲食店です。ふるってご参
加ください。

※送迎バスを用意しますので、お申込みの際に最寄
りのバス停をお知らせください。

日　　程　全１０回コース
（毎回木曜日の１４時～１６時）
９月１３日・２７日
１０月１１日・２５日
１１月８日・１５日
１２月６日・２０日
平成２５年１月１０日・１７日

会　　場　谷和原保健福祉センター
対　　象　市内在住で手話に興味のある方
定　　員　２０名（定員を超えた場合は抽選）
受　講　料　無料
募集期間　７月２０日（金）まで

日　　程　９月７日（金）
行　き　先　江戸東京博物館（東京都墨田区）
　　　　　両国にて昼食（ちゃんこランチ）
定　　員　５０名（６５歳以上のひとりぐらしの方）
　　　　　先着順になります
参　加　費　３，０００円（昼食代含む）
募集期間　７月１９日（木）まで

問合せ　☎25－2101

６５歳以上のひとりぐらしの方へ

大切にします！大切にします！
あなたの善意あなたの善意

大切にします！大切にします！
あなたの善意あなたの善意

共同募金・社協会費の共同募金・社協会費の
財源で行っています財源で行っています

高 齢 者 研 修 事 業
手 話 入 門 講 座
受 講 者 募 集


