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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９月号

　「じぶんの町を良くするしくみ」をスローガンに、１０月１日から全国一斉
に募金運動が始まります。
　皆さまからお寄せいただいた大切な募金は、私たちのまちの様々な福祉活動
に役立てられます。どうぞ赤い羽根共同募金に温かいご協力をお願いします。

～今年も、たくさん学びました～～今年も、たくさん学びました～

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

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

運動期間　10月１日～ 12月 31日

ご協力をご協力を
　お願いします　お願いします

高齢者の疑似体験をとおして
体の不自由な方への思いやり
の心が育まれました

片庭会長と参加された皆さん

アイマスク体験

かまど等昔の生活を体験する
ことで現代が恵まれているこ
とを体感！

古民家体験 松本邸に宿泊

新聞紙でブローチ作り

認知症と老化の違い、認知症
の方への対応等を学びました

新聞紙を使って、素敵なブ
ローチができました

認知症講座

２日間で学んだことをフルに
発揮しました

要約筆記講座
福祉施設体験

手話で自己紹介、ちょっとした
会話ができるまでになりました

書くことで、自己紹介をしま
した

手話講座

★アイマスク体験＝アイ・アイグループ　★ブローチ作り＝ゆりの会　★認知症講座＝認知症？伝え隊　★手話＝手話サークルすずらん
★古民家松本邸＝ＮＰＯ法人　古瀬の自然と文化を守る会　★要約筆記＝つくばみらい要約筆記の会
★福祉施設体験＝スマイルケア　デイサービスセンター　　　　　　　　　　　　　　お忙しい中、ご協力ありがとうございました。
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　平成 23年度は，これまで経験のない未曾有の震災と，孤独死や孤立死問題から地域福祉の重要性を改めて痛感する年になり
ました。震災直後，真っ先に取り組んだひとり暮らし高齢者の安否確認では，行政や警察と協働しながら本会が整備している
高齢者支援元帳を活用し，翌日の午前中までに全員の安否を確認することができました。その後，職員間で 「この災害に対し
つくばみらい市社協で何が出きるか」 協議を重ね，募金活動や被災地への継続的支援を決定し実行しました。まず，福島県い
わき市小名浜地区へ市民から瓦礫処理や傾聴のボランティアを募り，行政の協力を得てボランティアバスを運行し，合計 10回
延べ 206 名のボランティアを派遣しました。また，茨城県社会福祉協議会からの依頼を受け，いわき市社会福祉協議会へ職員
1名を6日間に亘り派遣し災害ボランティアセンターの運営や避難所等の見守り活動に携わり，さらには，職員自らがボランティ
アで宮城県岩沼市や東松島市に出向き瓦礫処理を実際に行い復興支援に貢献しました。この体験により，普段からの見守り体
制の充実や相互扶助の必要性を実感することができました。
　近年，社会問題となっている高齢者や親子等の孤独死・孤立死については，家族や地域でのつながりの希薄化が要因とされ，
このような痛ましい事案が増えていると言われております。本会としても重要な課題と捉え，地域の方をはじめ，行政やその
他各関係機関と協働し本会で整備している支援者元帳の充実を図り見守り体制の構築に取り組んでいるところです。
　以上のような経験や課題から，地域福祉推進の拠点となる社会福祉協議会の果たすべき役割は，ますます重要となることを
職員一人ひとりが再認識し，地域力向上に取り組むため，当該年度計画の重要方針に掲げた，会務の円滑な運営，地域福祉の
推進，福祉サービス利用支援事業を実施しました。

項　　　目 決算額 ％
会費収入 5,112,600 2.0 
寄付金収入 1,112,038 0.5 
経常経費補助金収入 43,515,408 15.0 
助成金収入 797,600 0.3 
受託金収入 168,440,542 61.0 
共同募金配分金収入 4,611,572 2.0 
貸付事業等収入 692,000 0.3 
介護保険収入 8,145,600 3.0 
雑収入 2,515,030 1.0 
経理区分間繰入金収入 7,191,240 2.6 
その他の収入 6,387,676 2.3 
前年度繰越金 28,681,859 10.0 

収入合計 277,203,165 100.0 

項　　　目 決算額 ％
法人運営事業 56,186,526 21.6 
福祉育成援助事業 10,481,182 4.0 
善意銀行運営事業 1,236,434 0.5 
会費・共同募金配分金事業 10,397,289 4.0 
福祉資金貸付事業 736,100 0.3 
市指定管理事業〔きらくやま〕 94,031,421 36.1 
市受託事業【高齢】 14,143,873 5.4 
市受託事業【障がい】 28,472,657 10.9 
市受託事業【児童等】 3,280,463 1.3 
市受託事業【介護予防】 41,249,149 15.9 

支出合計 260,215,094 100.0 

事 業 報 告

決 算 報 告

平成23年度事業報告及び決算報告平成23年度事業報告及び決算報告

収入額　２７７，２０３，１６５円
支出額　２６０，２１５，０９４円
繰越金　　１６，９８８，０７１円

（単位：円）

（単位：円）

●収入の部

●支出の部

支出の部

収入の部
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サマーボランティア体験

傾聴ボランティア養成講座

谷井田小学校交流会

交流をとおして障がいを学ぶ交流をとおして障がいを学ぶ

「聞く」と「聴く」の違いを学ぶ「聞く」と「聴く」の違いを学ぶ

地域の方々から昔遊びを学ぶ地域の方々から昔遊びを学ぶ

　７月２８日「下妻特別支援学校」の小学部２年生の生徒さんを迎え、谷和原公
民館にて〝サマーボランティア体験〟を開催しました。この事業は、夏休み期間
を利用してボランティア活動のきっかけづくりを目的に実施しているものです。
　参加者１２名（小・中学生２名含む）は、障が
いのある子どもたちと協力してフォトフレーム作
りや「ほのぼの音楽隊」による音楽鑑賞会♪また、
レクリェーションボランティアによる体操や「大
きなカブ」の劇などで、楽しく交流しました。初
めは戸惑っていた参加者たちも、体験していくな
かで障がいを理解することが出来てきたようです。
　下妻特別支援学校の２年生の皆さん、並びに保
護者の皆様、ご協力ありがとうございました。

　７月２日・５日に傾聴ボランティア養成講座（全６プログラム・計１２時間）
を開催しました。“傾聴ボランティア”とは、話し相手がほしい、不安や寂し
さを誰かに聞いてほしいと思っている人の気持ちに寄り添って話を聴き、孤独
や不安を軽減するよう手助けをするボランティア
です。
　講座では、２２名の受講生たちが傾聴について
の心構えを学び、技術を習得しました。今後は学
んだ傾聴技術を活かしながら高齢者のお宅や福祉
施設を定期的に訪問し、相手の方の生きがいにつ
ながるような活動をしていきます。

　６月２０日、谷井田小学校において市内のボランティアの方より昔からの遊び道具を作り、実際に遊び方も
教えていただきました。
　指編み、新聞・広告でお花作り、竹とんぼ、竹馬、竹細工 (剣玉・笛）、初めての道具を使ったり、自分の指
を使ったりして完成！今では、買うのが当然と思われている遊び道具も、自然の材料や身近にあるもので作れ
ることを身をもって学ぶことができました。

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

▲ロールプレイ（対話訓練）中の受講生

▲新聞・広告でお花作り ▲のこぎりの使い方を教わって今日から大工さん！▲竹とんぼの仕組みを真剣に聞く

▲木の実を使ってフォトフレーム作り

▲講座のようす

▲「大きなカブ」はみんなで協力しました
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　「買い物に行きたいけど交通
手段がない」「近くのお店に欲
しい品物がない」など、日常生
活において買い物でお困りでは
ないですか？社協では市内で気
軽に買い物ができるよう、バスで送迎を行う買い物
支援事業を実施します。

【実　施　日】９月２８日 (金 )　
※バス送迎あり（申込時要相談）

【行　き　先】みらい平駅前（カスミ・寺島薬局・セリア）
【対　象　者】７５歳以上ひとり暮らしの方

７５歳以上の高齢者世帯の方
先着２５名

【参　加　費】無料（購入品については自己負担）
【募集期間】９月１３日（木）まで

参加者募集 みんなで出かけよう！

買い物ぶらり旅

「ありがとうございました」

　平成 24 年６～７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）

ニューオリーブ 30,287 円

千葉土建組合・

　ビッグドラック板橋店

　　代表　菊地隆司 18,400 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

10月 17日（水） 17 日 （水）

11月 15日（木） 15 日 （木）

12月 19日（水） 19 日 （水）

本　所 支　所

10月 9日（火） 23日（火） 2日（火） 16日（火）

11 月 13日（火） 27日（火） 6日（火） 20日（火）

12 月 11日（火） 25日（火） 4日（火） 18日（火）

それって

もの忘れ !?認知症 !?

認知症のお話しを聞いてみま
せんか？

※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。

９月12日（水）9：30～11：30

場所：陽光台集会所

10月２日（火）9：30～11：30

場所：内宿公民館

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。

　団塊世代の方々を対象とした初心者のための料理
講座です。

　学んだ技術や知識を、家庭や地域活動に活かして
みませんか？
日　　時日　　時　第１回　１０月１８日（木）　第１回　１０月１８日（木）
　　　　　第２回　１０月２５日（木）　　　　　第２回　１０月２５日（木）
　　　　　第３回　１０月３１日（水）　　　　　第３回　１０月３１日（水）
　　　　　第４回　１１月　７日（水）　　　　　第４回　１１月　７日（水）
会　　場会　　場　谷和原保健福祉センター　栄養実習室　谷和原保健福祉センター　栄養実習室
対　　象対　　象　市内在住のおおむね５０～７０歳の男性　市内在住のおおむね５０～７０歳の男性
定　　員定　　員　１６名　先着順　１６名　先着順
参参　　加加　　費費　２, ０００円（４回分の食材等）　２, ０００円（４回分の食材等）
募集期間募集期間　９月３日（月）～定員になり次第締切り　９月３日（月）～定員になり次第締切り
申込方法申込方法　電話のみの受付けになります　電話のみの受付けになります

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

問合せ　☎25－2101

男性料理講座
団塊の世代地域回帰事業

初級者コース

Let's cooking ！Let's cooking ！

ご応募お待ちしております！ご応募お待ちしております！

９：３０～９：３０～
１３：３０１３：３０｝｝


