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2013 年 9月号

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

ふれあいネットワーク

No.81No.No.8181

　皆さまからお寄せいただく募金は、市内の地域福祉、また、高齢者・障がい者・児童・青少年福祉活動、
ボランティア活動などさまざまな福祉活動に役立てられます。
　戸別募金・街頭募金・学校募金・職域募金・募金箱の設置などにより運動を展開してまいりますので、
皆さまおひとりおひとりの温かいご協力をお願いいたします。

　つくばみらい市で、皆様からご協力いただく赤い羽根共同募金と社会福
祉協議会会費を財源として行っている主な事業を紹介します。

★配食サービス及び会食サービス…ひとり暮らしの高齢者へ食事サービス
★おせち弁当配達…年末の安否確認を兼ねたお弁当配達
　  ★社協まつり…きらくやまで盛大に行われる

　世代間交流のイベント
★心配ごと相談及び法律相談…専門家による困りごと相談
★視覚障がい者朗読テープ配布
 …ボランティアさんが広報等を声でお届け
★いきいきふれあいサロン…地域ごとに
　　仲間づくり

　　　　　　★リハビリー隊…介護予防事業
　　　　    ★ゆめ喫茶…外出支援サービス

★社協だより発行…隔月発行の情報紙
★各種福祉講座…傾聴や手話などの多彩な
　　講座の開催
★ボランティア育成講座…地域で活動する
　　ためのきっかけづくり
★サンタが街にやってくる…クリスマスイブ

　 　　に子どもたちに夢を運びます
　　　　　　　　　★ワークキャンプ…次世代の福祉を担う子どもたちを養成

赤いい羽根
共同同募金金

10月1日から始まります10月1日から始まります全国一斉に運動開始全国一斉に運動開始！！！！

まちの福祉を支援するまちの福祉を支援する
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　８月１日から２日にかけて 21名の仲間達が古民家松本邸に宿泊し、体験や交流をとおして福祉に対する
理解を深め、有意義な時間をすごしました。子ども達にとって、夏の素敵な思い出になったと思います。

　7月 3日・10 日、谷和原中学校 3年生の総合学習の授業でイン
スタントシニア体験と認知症サポーター養成講座を行いました。生
徒達は皆、興味深く真剣なまなざしで耳を傾けており、高齢者の擬
似体験をとおし、体の不自由な方への思いやりの心が芽生え、また、
認知症について正しく理解していただけたと思います。社協では、
児童生徒に対する福祉啓蒙活動に力を入れておりますので、是非、
お気軽に声をかけてください。

　７月 21日（日）、谷和原公民館において障がいのある子たちと地域の方々が
“なつまつり”を楽しみ、交流を深めました。

　この催しは、伊奈特別支援学校つくばみ
らい地区会が中心となって実施したもの
で、かき氷や綿あめを食べたり、射的・ス
トラックアウトなどのゲームで汗を流しな
がら会話も弾み、参加者一同笑顔の絶えな
い一日となりました。
　今回参加した地域の方やボランティア
さんをはじめとして、多くの方に障がい
のある子への理解が広まればと思います。

○ご協力いただいた方々○
　福祉施設体験……特別養護老人ホームぬくもり荘　　認知症講座……市認知症？伝え隊
　共同作業……下妻特別支援学校地区PTA　　古民家松本邸……NPO法人　古瀬の自然と文化を守る会

ワークキャンプワークキャンプ 2013 2013

ボランティアスクールボランティアスクール  なつまつりなつまつり

福祉移動教室に行ってきました！福祉移動教室に行ってきました！

～暑かったけ
ど元気いっぱ

い
～暑かったけ
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がんばった～がんばった～

いっしょに汗を流したいっしょに汗を流した

支援学校の子ども達との共同作業 片庭会長と一緒に体験！現代と大違いだね 楽しく体験できました

みんな真剣に勉強中

共同募金・社協会費の財源で行っています
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会　　場　谷和原保健福祉センター　研修室
対　　象　市内在住・在勤・在学等の方
受 講 料　無　料
募集期間　９月３日（火）～ 12日（木）
申込方法　下記電話申込みのみの受付となります

日　時　
　　　　
　　　　

　　　　10：00～ 12：00（全コース共通）
　　　　※全６回コースになります

第１回 10 月 29 日（火） 第２回 11 月   5 日（火）
第３回 11 月 19 日（火） 第４回 11 月 26 日（火）
第５回 12 月   3 日（火） 第６回 12 月 10 日（火）

要約筆記ボランティア入門講座　受講生募集！要約筆記ボランティア入門講座　受講生募集！
　要約筆記は、聴覚に障がいを持つ方に話や情報の要点をまとめて書いて
伝える筆記通訳です。学んだ技術や知識を地域活動に活かしてみませんか？

　発達障害者支援センターの機能や専門的な活動内容
と、発達障がいのあるお子さんの成長に伴って家族が
抱える問題や支援の必要性などについてお話します。

障がい児支援研修会障がい児支援研修会

　社会福祉協議会では、認知症や精神障がい、知的障がいなど判断能力が不十分な方に対して、福祉サー
ビスの利用手続きや金銭管理のお手伝いをさせていただき、安心して暮らせるようにサポートする日常生
活自立支援事業を実施しています。
　この事業は、利用者の方一人ひとりに生活支援員が選任されますが、現在、生活支援員として活動して
いただける方が不足しております。是非、地域の方々のため一緒に活動してみませんか？

　　資　　格　　ボランティア経験者、福祉業務経験者等
　　活動内容　　福祉サービスの利用手続きや利用料支払い等の金銭管理
　　活動場所　　市内及び近隣の施設や病院等
　　活動手当　　時給 800 円　活動した時の交通費
　　※詳しくは、お問い合わせください。　担当：中村

日　時　10月 28日（月）午前 10時～ 12時
場　所　谷和原保健福祉センター
講　師　茨城県発達障害者支援センター長　大野 真裕  氏

定　　員　50名
参 加 費　無　料
募集期間　10月 21日（月）まで

生活支援員として活動してくださる方を募集しています

募
集
要
項

日　　程　９月 27日（金）
　　　　　送迎します（申込時要相談）
行 き 先　 アクロスモール（守谷店）
滞在時間　10時～ 11時 30分
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　９月９日（月）まで
お申し込み　電話受付のみ 

　団塊世代の方々を対象とした料理講座です。学んだ技術や
知識を、ご家庭や地域活動に活かしてみませんか？
日　　時　

　　　　　全　日　9：30～ 13：30
会　　場　谷和原保健センター　栄養実習室
対　　象　市内在住のおおむね 50～ 70歳
定　　員　16名　　先着順
参 加 費　2,000 円（４回分の食材費等）
募集期間　９月２日（月）～定員になり次第締切り
申込方法　下記電話でのみの受付けとなります。
☆ご応募お待ちしております☆

買い物ぶらり旅
参加者募集

！団塊の世代地域回帰事業

応用編

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

男性料理講座男性料理講座

第１回 10 月 31 日（木） 第２回 11 月   7 日（木）
第３回 11 月 14 日（木） 第４回 11 月 21 日（木）

みんなで支援を考えようみんなで支援を考えよう 共同募金・社協会費の財源で行っています

問合せ　２５－２１０１

問合せ　５７－０１２３

問合せ　２５－２１０１

問合せ　２５－２１０１問合せ　２５－２１０１
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☆ボランティアさん大活躍☆☆ボランティアさん大活躍☆

防犯散歩ボランティア活動中！防犯散歩ボランティア活動中！
今日もがんばりましょう ゆっくりでいいですよ

見守られて、安心登校
問合せ　☎ 25－2101

ふれあ
いネッ
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ク

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

〈編集・発行〉　　社会福祉法人　つくばみらい市社会福祉協議会

　平成25年６月から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）
•千葉土建組合伊奈分会 18,001円 •（福）竹育会ぬくもり荘 1,300 円 •小絹郵便局 2,813 円 •匿名 4,000 円 •匿名 1,800 円 •匿名  450,000 円

大切にします！あなたの善意大切にします！あなたの善意「ありがとうございました」

平成25年度  福祉・介護職場就職相談会のお知らせ平成25年度  福祉・介護職場就職相談会のお知らせ
●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

就職相談会
平成 25年 9月 25日（水） 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）

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 9月18日（水） 10月16日（水）
支　所 ９月18日（水） 10月16日（水）

本　所 9月10日（火） 9月24日（火） 10月8日（火） 10月24日（火）
支　所 9月   3日（火） 9月 17日（火） 10月 1日（火） 10月 15日（火）

共同募金・社協会費の財源で行っています

　きらくやますこやか福祉館で、毎週火曜日と
木曜日に「リハビリー隊」と称した介護予防事
業を行っています。平成 20年４月の事業開始か
ら毎回のように足を運びお手伝いをしてくださ
るボランティアの方や、今年の
４月から活動している運転ボラ
ンティアの方々、みなさん笑顔
で活動しています。

　社協では、さまざまな場面で活躍できるボランティア育成講座を開催しており
ます。また、気軽にできるボランティア活動もたくさんありますので興味のある
方は、ご連絡ください。

　細代地区では、小絹小学校までの道のりを、毎日子どもたちと一緒に登校して
くれています！雨の日も風の日も…。暑い日も寒い日も…。何かと物騒な昨今、
こうして毎日安心して学校に通うことができるのも、防犯散歩ボランティアの方々
の活躍あってのことだと思います。防犯散歩ボランティアの方々は、つくばみら
い市全域で大活躍中です。これからも、どうぞよろしくお願いします！

●９月４日（水）10 時～11時　すこやか福祉館　　●10月 9日（水）10 時～11時　谷和原公民館
※ 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。

認知症相談・パソコンによる自動判定ができます知っとく認知症予防！

問合せ　☎ 57- 0123

３月発行（No.78）の社協だよりに掲載いたしました「赤い羽根共同募金のお礼とご報告」で内容に誤りがありましたので、
訂正しお詫び申し上げます。

【誤】㈲井出プラスチックス　→　【正】㈲井手プラスチックス

【お詫び】

※ 時間は、13時～ 15時 30分まで

社協の事業で活動中！社協の事業で活動中！


