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社協だより

　あけましておめでとうございます。市民の皆さまには、健やかに新年をお
迎えになられたこととお喜び申し上げます。また、日頃からつくばみらい市
社会福祉協議会に対しまして、あたたかいご支援とご協力をいただいており
ますことに心から感謝申し上げます。
　近年、社会福祉を取り巻く環境は大きく変化し、市民が抱える福祉課題は、
多種・多様化してきています。この様な課題を解決し、誰もが安心して地域
で生活できるようにするためには、公的サービスの充実のみならず、地域住
民や各種団体、事業者などが相互に助け合い、協働で地域づくりを推進して
いく必要があります。こうした中で、本会は、つくばみらい市と連携を図り、
平成 26年度からの５年間を計画の期間とした「地域福祉計画・地域福祉活
動計画」の策定を進めており、市民の皆様に示し、市民の皆様とともに、子
どもから高齢者まで誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めていきます。
　市民の皆さまにおかれましては、これまで以上にあたたかいご支援と地域
福祉推進にご協力をお願い申し上げます。結びに市民の皆さまのご健勝とご
多幸を心からご祈念いたしまして新春のご挨拶といたします。

新春の新春の
ごあいさつごあいさつ

社会福祉協議会
会 長　片庭 正雄

　10 月 26 日、谷和原保健福祉センター
を会場に「あかちゃんフェスタ」を開催
しました。このイベントは、本会と託児
ボランティア「ソレイユ」の共催により
初めて実施したもので、子育てを頑張っ
ている家族が集い交流することにより、
子育てを楽しむゆとりが生まれればとい
う思いからはじまったものです。

　当日は台風の影響により雨天でしたが、40組を超える子育て中の家族が
参加して、ベビーマッサージ教室、家族写真プレゼント、健康育児コーナー
など様々な催し物であかちゃんと家族の笑顔を見ることができました。

“あかちゃん“あかちゃんフェスタフェスタ”を開催しました”を開催しました

♦ 子どもが楽しめる企画がたくさんあり、親子で思い出に残る時間
を過ごせました。

♦ 写真ありがとうございました。家族３人で写真を撮るのは初めて
なので記念になりました。

♦これからも、このようなイベントをたくさん開いてください。
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片庭会長と参加者で記念写真

赤い羽根共同募金コーナー

前髪カットサービスコーナー

健康・育児コーナー
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　10 月 7 日、在宅福祉サービスセンター茨城県連絡会の協力会員を対
象にした研修会が世代ふれあいの館で、開催されました。午前の部では、

事業ごとに情報交換を行い、午後の部で
は、常総警察署の署員の方から身近に起
こりうる事件の状況などのお話と茨城県警察音楽隊による防犯コンサー
トが催され、参加された多くの方々は、有意義な時間を過ごされていまし
た。この研修を今後のボランティア活動に活かして頂きたいと思います。

おめでとうございます

茨城県連絡会「つくばみらい市」で開催！茨城県連絡会「つくばみらい市」で開催！

第３回 つくばみらい市社会福祉大会開催

第 63 回 茨城県社会福祉大会第 63 回 茨城県社会福祉大会

　大会当日は、天候にも恵まれ 250 名を超える多くの方の
参加をいただくことができました。社協会長表彰・感謝状
の贈呈に始まり、男性ボランティアの活動報告、映画『ホ

ームカミング』の上映と大盛況のまま幕を閉じることができました。参加された方からは「男性が活躍でき
る活動やボランティアを行うきっかけを知ることができた」また、映画上映に関しては、「身近に感じる内
容で、考えさせられた。とても楽しかった」との好評の声を頂くことが出来ました。
〈社協会長表彰〉　【敬称略】
民生委員児童委員の部　青木邦彦　大保公比己　大貫弘子
　片寄博子　猿山　功　前田ゑな子　三上洋子　御手洗博美
　宮本美千代　吉田一夫　八木岡道孝　高津芳夫　羽田　誠　
心配ごと相談員の部　豊島美智子

ボランティアの部　手話サークル「イーズ」
　紙ふうせん　清流会　ハートフル伊奈
〈社協会長感謝〉
多額の寄付　飯島　善

　つくばみらい市から、これまで多年にわたり社会福祉の発展に功績のあった次の方々が県の福祉大会で
表彰されました。
＜県知事表彰＞　【敬称略】
民生委員児童委員　八木惠子　冨田由美　飯島滋
　石川喜久　白鳥治代　山口和正　齊藤利男
　中村秀雄
社会福祉援護功労者（ボランティア団体）
　紙ふうせん　ハートフル伊奈　清流会
　あしたばの会　カトレア会　ひまわりグループ
＜県社会福祉協議会会長表彰＞
民生委員児童委員　大保公比己　吉田一夫　猿山功
　青木邦彦　大貫弘子　片寄博子　高津芳夫　羽田誠
　三上洋子　前田ゑな子　宮本美千代　御手洗博美　八木岡道孝
社会福祉施設職員　坂本益美　松嶋かんな
ボランティア　中村敏通

◀ 包丁研ぎボラ
ンティア
　 遠藤光男代表
の活動報告

▲受賞された皆さま

▲受賞された皆さま

◀ おもちゃ病院
ピノキオ
　 吉田悟代表
の活動報告

お
開
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　毎年恒例となった 12月 24 日、クリスマスイ
ヴの夜にサンタクロースが、子どもたちにプレ

ゼントを届ける『サンタが街にやってくる事業』を実施しました。
市内でクリスマスを楽しみに待っていた 325 人の子どもたちに、
サンタクロースに扮したボランティアの方々が、お父さんやお
母さんなどが用意した夢のある素敵なプレゼントを届けました。
　子どもたちはサンタさんに逢えた喜びと待ちに待ったプレゼ
ントを大事に抱え満面の笑みを浮かべていました。

　西ノ台地区では、西寿会の方々が毎週金曜日に小絹小学校までの道の
りを、散歩しながら子どもたちを見守ってくれています。通学班の列に
車が突っ込んだり、不審者が出たり、何かと物騒な昨今、子どもたちが
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皆さま
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は、つくばみ
らい市の各地域で大活躍中です。これからも、よろしくお願いします！

実 施 日 1 月 31 日（金）
　　　　　送迎します（申込時要相談）
行 き 先　 ホーマック・ヨークベニマル（絹の台）
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　１月 15日（火）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包丁研ぎの講座です。
自分で研いだ包丁で美味しい料理を作ってみましょう。
日　　時　２月 16日（日）10時～ 12時
会　　場　谷和原保健福祉センター　栄養実習室
対　　象　市内在住のおおむね 50歳～ 70歳の男性
定　　員　16名（先着順）
申込期限　１月17日（木）定員になり次第締切り
費　　用　無　料
持 ち 物　包丁（２本まで）

買い物ぶらり旅
参加者募集

！

団塊の世代地域回帰事業

共同募金・社協会費の財源で行っています

包丁研ぎ講座包丁研ぎ講座

問合せ　２５－２１０１問合せ　２５－２１０１

日　　時　２月 15日（土）・22日（土）
　　　　　10：30～ 15：30　　※ 全２日間の講座です
会　　場　市立図書館　視聴覚室
講　　師　大畑 美智子先生（常磐大学講師・茨城キリスト教大学講師）
定　　員　30名

持 参 物　昼食、筆記用具
参 加 費　無　料
申込期限　２月７日（金）
申 込 先　080−1209−8485　石塚
　　　　　090−3215−7900　二瓶

読み聞かせボランティア養成講座読み聞かせボランティア養成講座
ボランティア団体「読み聞かせ虹の会」では、子ども
たちへの絵本の読み聞かせを一緒にしてくれる方々を
募集しています。下記の内容にて、養成講座が開催さ
れますので、ご案内します。

性性

参加者募集
！

参加者募集
！

出張サンタに行ってきました！

11月月2626日日（日） （日） 常総支所にて
開催時間：9：00 ～ 17：00
☎ 0297–44–9954

（月～金　9：00 ～ 12：00　13：00 ～ 17：30）

弁護士法人

萩原総合法律事務所常総支所
茨城県弁護士会所属
弁護士 萩原慎二・弁護士 平久 真・弁護士 鈴木 元
常総市水海道山田町 1120-2 田内ビル

（294 号沿い山田北信号南）

無料法律相談会開催！
お電話で
ご予約を！

『相続・成年後見・離婚・交通
事故等』おひとりで悩まず、何
でもお気軽にご相談ください。

【秘密厳守】

地域の皆さまに見守られて、安心登校地域の皆さまに見守られて、安心登校
防犯散歩ボランティア活動中！

サンタさんに逢えて笑顔がいっぱいサンタさんに逢えて笑顔がいっぱい
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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10月から11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）

・匿名 5,000 円　・匿名 4,000 円　・匿名 16,000 円　
・つくばみらい市読書グループ連絡協議会 3,000 円
・パッチワーク小物つくり 3,000 円　・つくばみらい市陶芸クラブ 13,021 円
・手編みＡ教室 10,000 円　・伊奈東中学校吹奏楽部 82,269 円
・ビーズアクセサリー工房 5,000 円　・ステンドグラスラベンダーの会 9,000 円　
・つくばみらい市ソフトボール連盟 51,644 円　・鈴木　朗　プロジェクター
・茨城県退職公務員連盟つくば支部　タオル 199枚、歯ブラシ 37本、石鹸等その他

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」

福祉・介護職場就職相談会のお知らせ福祉・介護職場就職相談会のお知らせ
●日　　程　平成 26年 1月 22日（水）2月 26日（水）3月 26日（水）
●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

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 1月15日（水）2月19日（水）
支　所 1月15日（水）2月19日（水）

本　所 1月14日（火） 1月28日（火） 2月12日（水） 2月25日（火）
支　所 1月   7日（火） 1月 21日（火） 2月   4 日（火） 2月 18日（火）

共同募金・社協会費の財源で行っています

●1月 30 日（木）10 時～11時　下島集会所　●2月 6日（木）10 時～11時　西ノ台倶楽部　●3月 5日（水）10 時～11時　谷和原分館
※ 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！

地域包括支援センターからのお知らせ

問合せ　☎ 57- 0123

※ 時間は、13時～ 15時 30分まで

募集職種 ①事務職員
勤務内容 　・社会福祉協議会の実施する事業の事務等全般
勤務場所 　・ ボランティア市民活動センター
 　　（谷和原保健福祉センター内）
 ②技術職員    
 　・舞台音響・照明設備等の操作補助  
 　・市総合福祉施設きらくやまふれあいの丘　
 　　「世代ふれあいの館」    
応募資格 普通自動車免許を取得している方・年齢不問 
雇用期間  平成 26 年 4月1日～平成 26年 9月30日
 ※延長の可能性あり  
勤務時間 午前 8時30 分～午後 5時15分
 ※時間外勤務あり    

募集人員 各 1 名    
勤 務 日 週 5 日程度    
 ※ ②技術職員については土・日・祝日勤務のできる方
賃　　金 時給 840円
待　　遇 社会保険・雇用保険加入
申込期間  平成 26 年1月29日（水）～2月12日（水）
 午後 5時まで
申込方法  社会福祉協議会本所（すこやか福祉館内）へ
 指定の履歴書を持参の上、お申込ください。
 ※ 履歴書は当協議会ホームページ（http://www.

tm-shakyo.jp)からダウンロードできます。
雇用試験 受付後、後日連絡します。
問合せ先 ☎ 0297‒57‒0123　担当：赤津

臨時職員の募集について臨時職員の募集について つくばみらい市社会福祉協議会では、
次のとおり臨時職員を募集します。

チャリティーコンサートの収益金を寄付する
伊奈東中学校吹奏楽部のみなさん




