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2013 年 7 月号

つくばみらい市社会福祉協議会

ふれあいネットワーク

れっ
つ

社協だより No.80

　６月８日（土）きらくやまふれあいの丘において、「第２回社協まつり」を開催しました。
今回も昨年同様 4000 名を超える来場者があり、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と大盛況に終わることができました。

　まつりでは、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、ステージでの大ビンゴ大会も行われ、ご来場
の皆さんも楽しい一日を過ごされたことと思います。
　このまつりをきっかけにたくさんの福祉の輪が広がり助け
合いのあるあたたかい街になることを期待しています。
　また、募金活動をしていただいたガールスカウトさんを
はじめ、たくさんの皆様ご協力ありがとうございました。

募金は、全額赤い羽根共同募金会に寄付いたしました。

今年も 共同募金・社協
会費の財源で
行っています

☆募金報告☆
募金活動	 12,333 円
模擬店	 154,400 円
スタンプラリー	 115,058 円
　計	 281,791円

社
協 まつ り 大 盛況
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平成 24 年度事業報告及び決算報告

収入額	 271,953,754 円
支出額	 266,861,254 円
繰越金	 5,092,500 円

事　業　報　告

決　算　報　告

　近年、少子高齢社会の進行や人口減少、また、核家族化等に伴う家族内の見守り機能の低下や地域の連帯感の
希薄化、コミィニティの脆弱化が叫ばれております。地域においては、虐待、消費者被害、ひきこもり、災害時
支援などのさまざまな生活課題が深刻化しており、地域での孤立や孤独感を起因とした孤独死や自殺が社会問題
として取り沙汰されております。
　平成 24 年度は、つくばみらい市の地域福祉推進の役割を担う当協議会では、これらの年々多様化する地域福
祉課題を社協の理念に基づき、全職員一丸となって当該年度計画の重点目標に掲げた事業を柱に、地域力向上に
取り組みました。また、当協議会が推進しているさまざまな事業については、内容の充実を図り、さらに、地域
の福祉ニーズに対する事業の企画、立案に努め住民のニーズに応える事業やサービスを実施しました。

会費収入
5,079,150円

2.0%
寄付金収入
810,226円

0.3%

経常経費補助金収入
49,337,228円

18.0%

助成金収入
430,300円

0.1%

受託金収入
177,563,234円

65.3%

共同募金配分金収入
4,086,995円

1.5%

貸付事業等収入
678,500円

0.3%

介護保険収入
8,234,828円

3.0%

雑収入
846,517円

0.3%

経理区分間繰入金収入
6,252,240円

2.3%

その他の収入
1,646,465円

0.6% 前年度繰越金
16,988,071円

6.3%

収入の部
法人運営事業
48,200,149円

18.0%
福祉育成援助事業

10,327,893円
3.9%

善意銀行
運営事業
9,170,947円

3.4%

会費・共同募金
配分金事業
13,234,153円

5.0%

福祉資金貸付事業
1,816,860円

0.6%

市指定管理事業
【きらくやま】
94,292,190円

35.3%

市受託事業
【高齢】

15,166,943円
5.7%

市受託事業
【障がい】

29,519,148円
11.1%

市受託事業
【児童等】
3,662,404円

1.4%

市受託事業
【介護予防】
41,470,567円

15.6%

支出の部

会食サービス交流会
元気をありがとう！
谷井田小学校の皆さん！！

　今年も元気いっぱいに、ひとり暮らし高齢者
会食サービス利用者との交流会を開催しました。
　配食サービス弁当の掛け紙から始まった交流
会も毎年すっかり恒例となり、自然と会話も弾
んでいたようでした。
　４月から新３年生になった児童たちと一緒に、
ちぎり絵を作成！超大作となりました。
　今年度も、あと２回ほど交流会を予定してい
ます。またお会いできることを楽しみにしてい
ます。

元気な歌声は体育館いっぱいに
響きわたりました！ 小さな手のぬくもりにうっとり…

作品作成中は自然に会話も弾み
ました！ みんなのアイデアで超大作完成！

共同募金・社協会費の財源で行っています



3

障がいのある子どもたちとの「なつまつり」

問合せ　☎ 25 ― 2101

日　　時　７月 21 日（日）９時 30 分～正午
会　　場　谷和原公民館
対 象 者　市内在住の“子どもが好き”な方
参 加 費　無　料　　　　
主　　催　伊奈特別支援学校つくばみらい地区会
募集期間　７月１６日（火）まで

　知的障がいのある子どもたちと一緒に、なつま
つりに参加してみませんか。わたあめや冷たいか
き氷、ゲームコーナーなどをとおして楽しいひと
ときを過ごしましょう。

ボランティアスクール 参加者募集

　カウンセリングの基本である「傾聴」の技術を活かして、悩み
や不安などを抱える人たちのお話しに耳を傾けるのが傾聴ボラン
ティアです。講座をとおして傾聴活動への理解を深め、ボランティ
ア活動に参加してみませんか？　
　昨年 12 月に開催しました「コミュニケーション講
演会」と関連するような内容でお話しいたします。

日　　時　７月 25 日（木）　13：30 ～ 16：00
会　　場　谷和原保健福祉センター
対　　象　市内在住の方  30 名
受 講 料　無料　　　　募集期間　７月 17 日（水）まで

日　　程　７月 26 日（金）午前中
　　　　　バス送迎します（申込時要相談）
行 き 先　 小絹周辺（サンキ、ドラッグクラ

モチ、ほっとやわら）
対 象 者　 75 歳以上ひとり暮らしの方、　　

または 75 歳以上高齢者世帯の方
先着 15 名

参 加 費　無料（購入品については自己負担）
募集期間　７月９日（火）まで
申込方法　電話受付のみ

　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　　程　８月１日（木）～２日（金）
内　　容　 障がいのある子たちとの交流・

施設体験・古民家体験・レク
リエーションなど

宿　　泊　古民家　松本邸（筒戸）
対 象 者　 市内小学校４年生以上

中学３年生まで
募集人数　 25 名（申込者多数の

場合は抽選）
募集期間　７月１日（月）～７月１２日（金）
参 加 費　1000 円

行 き 先　大江戸温泉物語　※温泉施設（東京都江東区）
日　　時　９月 20 日（金）
定　　員　50 名　先着順
　　　　　65 歳以上のひとりぐらしの方
募集期間　７月１日（月）～７月１２日（金）
参 加 費　2000 円　※別途昼食代等は自己負担

※ 送迎バスを用意し
ますので、お申し
込みの際に最寄り
のバス停を連絡し
てください。

ワークキャンプ
参加者募集

共同募金・社協会費の財源
で行っています心配ごと相談・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 19 日（月）19 日（月）

９月 18 日（水）18 日（水）

10月 16 日（水）16 日（水）

本　所 支　所

８月 13 日（火） 27日（火） 6 日（火） 20日（火）

９月 10 日（火） 24日（火） 3 日（火） 17 日（火）

10月 8 日（火） 22日（火） 1日（火） 15 日（火）

傾聴ボランティア講座

高 齢 者 研 修 事 業 小・中学生福祉体験65 歳以上のひとり
ぐらしの方へ

皆さんとの交流、
仲間づくりに！

買い物ぶらり旅

参加者募集とお知らせ

問合せ　☎ 25 ― 2101

問合せ　☎ 25 ― 2101

問合せ　☎ 25 ― 2101 問合せ　☎ 25 ― 2101

受講者募集
！

参加者募集
！

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

共同募金・社協会費の財源で行っています共同募金・社協会費の財源で行っています
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認知症相談・パソコンによる
自動判定ができます
７月 12 日（金）14 時 00 分～ 15 時 00 分

谷井田コミュニティセンター
８月 23 日（金）13 時 30 分～ 14 時 30 分

板橋コミュニティセンター
９月  ４日（水）10 時 00 分～ 11 時 00 分

すこやか福祉館
※�随時、介護に関するご相談、出
前講座も受け付けております。
まずはご連絡ください。

問合せ　☎ 57－0123

　平成 25 年４月から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）

細代やよい会 3,000 円
福岡郵便局 3,754 円
ニューひろゆき会 34,840 円
匿　名 3,000 円
匿　名 3,600 円
匿　名 3,000 円
匿　名 3,000 円

社会福祉法人

つくばみらい市社会福祉協議会
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（代）
FAX 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
FAX 0297-52-0730
Ｈ　Ｐ http://www.tm-shakyo.jp
メール mail@tm-shakyo.jp

大切にします！
あなたの善意

「ありがとうございました」 知っとく認知症予防！

ボランティア・市民活動応援助成事業

平成25年度  福祉・介護職場就職相談会のお知らせ

　この事業は、善意銀行の預託金を原資として、自主的な活動を地域社会に広げることを目的に、福祉
的課題に取り組む活動に対して資金面で助成するものです。皆さまからのご応募お待ちしています。
１	対象事業

２	対象団体　 つくばみらい市内に所在し、市民を対象とした上記事業を行うボランティアグループ・ＮＰＯ法人・
任意団体など。

３	助成金額　 １団体につき５万円以内（同一年度に複数の事業を申請することはできません。）
４	応募期間　 平成 25 年６月 24 日（月）～７月 12 日（金）まで
５	申請方法　 既定の申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて提出してください。申請書をもとに審査を

行います。申請書は、ボランティア市民活動センターでお渡しします。ＦＡＸ送信不可。
６	申込み・問合せ　 つくばみらい市社会福祉協議会 谷和原支所（ボランティア市民活動センター）
　　　　　　　　　 〒 300-2422　つくばみらい市古川 1015-1　　　ＴＥＬ	0297-25-2101

★福祉・介護職場就職相談会を開催いたします★
日　　程　

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

申し込み　茨城県福祉人材センター　TEL	029-244-4544

　（１）住民参加による助け合い活動またはそれを支援、
促進する事業

　（２）高齢者や障がい者を支援する事業
　（３）子育て支援、児童・青少年に対する育成事業
　（４）社会参加を促進する事業

　（５）社会復帰を支援する事業
　（６）防災・防犯を促進する事業
　（７）新たな社会問題に取り組む事業
　（８）その他、住みよいまちづくりの

ために必要と認められる事業

就職相談会

平成 25 年 7 月 24 日（水） 8 月 28 日（水） 9 月 25 日（水）
※ 時間は、
　13 時～ 15 時 30 分まで

10 月 23 日（水） 11 月 27 日（水） 12 月 25 日（水）

平成 26 年 1 月 22 日（水） 2 月 26 日（水） 3 月 26 日（水）


