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2014 年 11 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.88No.No.8888

大盛況！大盛況！  ここどどももひひろろばば記記念念イイベベンントト

大好評！ 団塊の世代回帰事業大好評！ 団塊の世代回帰事業

「お庭の職人さんコース」「お庭の職人さんコース」

れっ
つ

れっ
つ

社協だより

　９月 30日、きらくやますこやか福祉館において、「こ
どもひろば」開設記念イベントを行いました。会場には
子育て中の親子 140 人が集合！　テープカットなどの記
念式典に参加後、ペープサート（紙人形劇）や手遊びな
どで楽しみ交流を深めました。
　こどもひろばは、子育て中の親子が集い、子どもたち
と遊びながら気軽に交流できる場所です。10月からは、
誕生会やお楽しみ会を行う“ハッピーデイズ”や子育て
に関連する講師の先生をお迎えして“ミニ教室”を開催
しています。３歳未満のお子さんと保護者の方なら、ど
なたでも参加できます。ぜひご利用ください。

　9月 29 日・30 日、団塊の世代の方を対象とした植木剪定講座
を㈱直井造園土木の直井氏を講師に迎え開催しました。
　当日、参加者の皆さんは、どの枝をどのように切ればよいのか
教わりながら、低い垣根から背丈以上ある植木の剪定に汗を流し
ました。
　皆さんからは、「楽しかった！ また開催してほしい！」「早速、自宅で活かしてみます！」と多くの声
をいただき大好評で 2日間の講座を終えることが出来ました。

▲テープカットをする片庭会長

▲みんなが紙人形劇に注目です ▲会場には多くの親子が集合！

社協会費・共同募金を財源に行っています

社協会費・共同募金を財源に行っています
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　毎年、会員増強運動にご理解ご協力をいただきありがとうございます。９月末現在の会員加入状
況についてご報告いたします。
　皆様からご協力いただきました会費は、市内の福祉事業の財源として有効に活用させていただい
ております。今後とも本会の活動趣旨をご理解のうえ、ご支援ご協力の程よろしくお願いいたします。
　また、新たに本市へ転入されてきた皆様や本市で事業所を設けている法人や事業主の皆様につき
ましても、市の福祉推進のため、趣旨にご賛同いただきご協力をお願いいたします。
　寄付金や会費、共同募金を財源に実施している事業については、社協だよりをご覧ください。

平成 26 年度平成 26 年度 社会福祉協議会会員会費実績報告 社会福祉協議会会員会費実績報告 普通会員会費（世帯）
2,583,750 円

法人及び法人特別会員会費
2,022,000 円

個人特別会員会費（市役所管理職含む）
95,000 円

会員会費合計額
4,700,750 円

（順不同・敬称略）

・茨城ゴルフ倶楽部
・オートサービス成島商会
・小張クリニック
・善空寺
・立浪部屋
・田中商店
・なかざわクリニック
・にこあり薬局
・西念寺
・根本接骨院
・水海道産業㈱みらい平支店
・みらい平クリニック
・みらい平こどもクリニック
・吉田医院
・㈱川上農場
・㈲大久保熨斗吉商店
・㈲常陽観光タクシー
・みらい平整形外科クリニック
・㈱常陽銀行みらい平支店
・アシックス物流㈱
・SEREN　DIPITY
・地来屋　魚季
・スマイル接骨院
・根本好昭税理士事務所
・紫峰ヶ丘動物病院
・㈱筑波銀行みらい平支店
・石丸家具センター
・エイコークリーニング
・㈱コスモソニックツーワン
・サカモト洋品店
・浄円寺
・特別養護老人ホームいなの里
・丸松会館
・メグミルク伊奈販売所
・㈱赤塚土木興業
・㈱斎藤商店
・㈲サカグチ
・メグミルク豊体販売所
・青柳
・石川税務会計事務所
・茨城県信用組合伊奈支店
・茨城みなみ農業協同組合
・うやま治療院
・大久保水道工業
・おどりば接骨院
・カットハウスポトス
・㈱筑波銀行伊奈支店
・協和メガネ伊奈店
・幸の家
・㈲坂本製畳
・㈱常陽銀行伊奈支店
・セブンイレブンつくばみらい谷井田店
・タイヤハウスサイトウ
・つくばみらい市歯科医師会
・取手自動車教習所
・菜の花
・肉の海老原
・ブルーマロン

・ヘアーサロンヒガノ
・緑クリニック医院
・谷井田医院
・谷井田郵便局長
・㈱アキタ
・㈱あさの生花店
・㈱以輪富
・㈱丸惣樹脂
・五洋建設
・谷井田自動車㈲
・㈱石橋葬儀社
・朝日精密ゴム㈱
・いなほ工業㈱
・埜口接骨院
・浜野商事㈱
・常陸自動車㈱
・㈱三光精衡所
・㈱常南部品商会
・㈲飯塚工務店
・伊奈工業㈱
・瑞源寺
・㈱山田組
・㈲千輪
・青木不二郎商店
・飯田薬局
・伊奈郵便局長
・永寿院
・大図整体院
・鹿島物流㈱つくば支店
・ファージテックカワベ㈱
・ケアステージつくばみらい
・常総司法書士事務所
・昭和瀝青㈱
・鈴木加工㈱
・司化成工業㈱
・東京発條㈱
・東光電気工事㈱
・常磐接骨院
・取手国際ゴルフ倶楽部
・枝川運送㈲取手倉庫
・㈱ナカジマ産業
・中島茶舗
・成建工業㈱
・成島建設㈱
・日蓮宗妙栄寺
・原信田建設㈱
・ビッグドラック板橋店
・平田家電商会
・不動院
・ベビーヘルシー美蕾
・明治牛乳不動尊前宅配センター
・四十路
・㈱アンフィニ
・㈱笹沼製作所
・㈱サトー運輸
・㈱筑波ゴルフコース
・㈱狸穴通信
・㈲桜屋石油
・㈲筑波モータース
・㈲中澤産業
・（宗）禅福寺

・青木電気
・アロマ化研㈱
・稲葉運送㈱
・今川農園
・お茶の石橋園
・関東モリ工業㈱東関東配送センター
・小菅牛乳販売店
・コンビ㈱
・三建設備工業㈱つくばみらい技術センター
・下平新聞店
・常磐興業㈱
・白石整形外科クリニック
・鈴木本店
・トーソー㈱
・十和運送㈱
・戸塚運送㈱
・日産プリンス茨城販売㈱
・初沢電気工事店
・花みずきケアサービス・デイサービス葵
・グリーン工業㈱
・ヒタチ緑化㈱
・不二製油㈱
・ふなやま内科クリニック
・ヤマキ自動車工業
・大和陸運倉庫㈱
・谷和原治療院
・ラ・テラス小絹
・㈱飯島管工
・㈱ガイアートＴ・Ｋ
・㈱協信開発ニューウェーブ
・㈱常陽銀行谷和原支店
・㈱大都エンタープライズ
・㈱二葉
・㈲エヌエープラン
・㈲絹西タクシー
・㈲常総整備
・㈲常総プリントサービス
・㈲鈴木商店　ホットリビング
・㈲筑志学院
・筑志予備校
・㈲寺田建材
・㈲肉の菊屋
・㈲ユニデン
・吉田自動車整備工場
・三菱樹脂アグリドリーム㈱
・セキショウホンダ㈱
・㈲大栄企画
・（宗）光明院
・（宗）聖徳寺
・（宗）東福寺
・イトウガレージ
・岡本医院
・します屋
・塚本建設工業㈱
・ツクバサッシ販売㈲
・特別養護老人ホームぬくもり荘
・根岸屋
・古谷電器
・山中自動車整備工場
・㈲小目橋商事
・㈱飯田造園

・㈱クラ技術開発
・㈱三陽塗装商会
・㈱谷原石油
・㈲川口商事
・㈲千葉製作所
・㈲ツカダオート谷原
・㈲豊島由守商店
・㈲文倉建設
・ハリスおじさんの修理工場
・PremiumhairCrowded
・㈲OHSサービス
・（宗）華蔵院
・㈱飯田商事運輸
・坂野鉄工建設㈱
・関金属工業
・関製作所
・谷原建設㈱
・プラントテック㈱
・ヘアーサロンヒロ
・㈱ＰＳＳ
・㈱直井造園土木
・㈲ハタ
・㈲ピーシーランド
・（宗）大楽寺
・いばらきコープ生活協同組合つくばセンター
・江戸町運送㈱
・片倉家具店
・常総土木工業㈱
・筑波化学工業所
・東新油脂㈱筑波工場
・東洋包材㈱
・中村食堂
・光プラスト㈱
・福岡運輸㈱：㈱スマイルケア
・福岡堰土地改良区
・三池産業機械㈱筑波工場
・水海道地区トラック事業協同組合
・㈲片見設備工業
・横田漬物店
・㈱荒井製作所
・㈱クボタ
・㈱関工務店
・㈱西郡製作所
・㈲上野製作所
・㈲君嶋製作所
・㈲土戸商店
・㈲福岡自動車
・暁飯島工業㈱
・稲吉乳業
・綜合建物サービス㈱
・㈱ JVCケンウッド・アークス
・谷田部印刷㈱
・㈱シイナクリーン
・㈱たんざわ
・㈱根本英建築設計事務所
・㈱松村電機製作所
・㈲今井電気商会
・㈲すざわ書店
・守谷タクシー㈲
・千葉電気管理事務所
・グラシアス㈱

ご協力いただいた事業所
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　10 月 1日、世代ふれあいの館において、県社会福祉士会の加藤
史子氏を講師に迎え、市高齢者虐待防止ネットワーク実務者会議研
修会を開催しました。
　研修会は、市の高齢者福祉に携わる民生委員をはじめとする福祉
従事者が連携を図り、今後、起こり得る地域の高齢者虐待を早期に発見、防止することを目的としており、
行政機関と相談者の役割、連携方法などの対応について講話をいただきました。
　講話の後、参加者からは、たくさんの質問や意見がありこの問題が如何に難しい問題であるか、共有する
ことができたと思います。
　今後は、地域包括支援センターを中心に事例検討会や意見交換会を行い、地域全体で高齢者虐待への認識
を深め、早期発見や防止に努めていきます。

　サンタクロースに扮したボランティアさんが、あらかじめお預かりしたプレゼントをクリスマス・イヴの
日に直接子ども達に手渡しします。楽しいクリスマスの思い出にサンタさんを招いてみませんか？
実 施 日　12月 24日（水）17時～ 20時 30分
お 届 先　つくばみらい市内
対 象 者　小学３年生以下のお子さんのいる家庭
　　　　　※対象児が一人でもいれば３年生以上の兄・姉も可
費　　用　無　料　（プレゼントは各家庭で用意願います）
募集期間　11月 21日（金）まで

　お父さん、お母さんが仕事
と育児を両立させて、安心し
て働くことが出来るよう育児
のサポートをおこなう会員制
の有償サービスです。

　育児経験がある方、子供が好きな方の
ご協力をお待ちしております。あなたの
空いている時間を提供してください。

　近年、「無縁社会」という言葉が生まれ、地域のつながりの大切
さが改めて見直されています。居心地の良い魅力・活力のあるサ
ロン（地域の居場所）を充実させるため、本講座を開講いたします。
サロンを運営するために必要なノウハウを学び、地域の方々と楽
しい居場所づくりを実践してみませんか？

日　　時　全３回のコースになります。
　　　　　第１回　11月 13日（木）10：00～ 11：30　
　　　　　　「ふれあい・いきいきサロンって何だろう？」
　　　　　第２回　11月 27日（木）10：00～ 12：00
　　　　　　「サロンの現場へ行こう①」
　　　　　第３回　12月 19日（金）10：00～ 12：00
　　　　　　「サロンの現場へ行こう②」
内　　容　 サロンの基礎を学び、実際に運営している市内のサロ

ンを見学します。
講　　師　茨城のたまり場ネット（たまり場たろう）
　　　　　 代表　小松崎 登美子氏　
　　　　　及び茨城県社会福祉協議会福祉のまちづくり推進部職員
対　　象　 市在住・在勤の方で、サロン活動を新しく始めたい方・

興味のある方。または、現在サロンを運営している方。
　　　　※年齢・性別は問いません。ご応募お待ちしております。
会　　場　第１回　保健福祉センター　研修室
　　　　　第２・３回　保健福祉センター集合
参 加 費　無　料　
募集期間　11月５日（ 水）まで

地域で高齢者虐待の早期発見地域で高齢者虐待の早期発見
と連携について考えると連携について考える

サロン・ボランティア養成講座サロン・ボランティア養成講座

タク 扮したボ さんが あらかじめお預かりしたプレゼ トをクリ イ

クリスマスにサンタさんをお家に呼ぼう！！クリスマスにサンタさんをお家に呼ぼう！！

子育てサポーター協力会員募集！

実 施 日  11 月 28 日（金）
 車にて送迎します（申込み時要相談）
行 き 先  守谷市 ジョイフル本田・ジャパンミート
買物時間 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 11 月 14 日（金）まで

買い物ぶらり旅
参加者募集

！

申込み　25 － 2101

社協会費・共同募金を財源に行っています

社協会費・共同募金を財源に行っています 社協会費・共同募金を財源に行っています

申込み・問合せ先　57 － 0123

申込み・問合せ先　25 － 2101 申込み・問合せ先　25 － 2101



4

グランドピアノを開放しますグランドピアノを開放します !!

きらくやまきらくやま高齢者カラオケ大会高齢者カラオケ大会出場者募集出場者募集  ～全曲スポットライト付き！～～全曲スポットライト付き！～

　世代ふれあいの館ホールに於いて、多くの方々に音楽に親しんで頂けるように、グランドピアノ（ヤマハ
コンサートグランドピアノCF －Ⅲ）を開放します。是非、この機会にホールでピアノに触れてみませんか？

日　　時 H27 年１月 12日（月）・１月 25日（日）・２月 11日（水）
 H27 年３月 24日（火）・３月 26日（木）・３月 27日（金）
 9：00～ 17：00（１時間単位での貸出しです。）
場　　所 きらくやまふれあいの丘　世代ふれあいの館ふれあいホール
対 象 者 ①ピアノが弾ける方・興味がある方　②ピアノの自主練習に使用したい方
利用料金 ①高校生以下の方　１時間 /1,000 円（中学生以下は保護者同伴）
 ②上記以外の方　　１時間 /2,000 円
 利用料金は利用当日の受付時にお支払いください。
申込期間 各ピアノ開放日の１カ月前から１週間前まで

日　　時 H27年１月31日（土）9：00 ～17：00
場　　所 きらくやまふれあいの丘 世代ふれあいの館
対 象 者 市内在住の 60歳以上の方
募集人数 50 名（先着順です）
参 加 費 １曲２コーラス 3,000 円
 （昼食・参加賞付き）
募集期間 11月10日（月）～12月12日（金）まで

申込み先・申込方法　
　 下記、申込み先において参加申込書を記入
の上、参加費 3,000 円と併せてお申し込み
ください。
　① きらくやまふれあいの丘 
　　すこやか福祉館・世代ふれあいの館
　②保健福祉センター内社協支所
受付時間 
　9：00 ～17：00　
　きらくやまふれあいの丘では、
　土日も対応いたします。

ふれあ
いネッ

トワー
ク

ふれあ
いネッ

トワー
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 26年 8月から 9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）

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」

心配ごと相談・法律相談のご案内心配ごと相談・法律相談のご案内

◎心配ごと相談：午後1時～3時
本 所 11月12日（水）12月17日（水）
支 所 11月12日（水）12月17日（水）

◎法律相談：午後1時～4時
本 所 11月11日（火） 11月25日（火）12月   9 日（火）12月24日（水）
支 所 11月  4日（火） 11月18日（火）12月   2日（火） 12月16日（火）

・市シルバー人材センター　10,000 円　　　・匿名寄付金 2名　計 35,000 円　　　・高橋秀光　マッサージ機

社協会費・共同募金を財源に行っています

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）

　皆さんの地域にお伺いし、介護、認知症、消費者被害、介護保険などについて
講座を開催します。お気軽にご連絡下さい。
　また、個別相談は随時受付けておりますので、お困りの際には悩まずご連絡く
ださい。

地域包括支援センター　57-0123

「出前講座」に
伺います！

申込み・問合せ先
世代ふれあいの館
☎ 57- 1770

問合せ先
世代ふれあいの館
☎ 57- 1770

ヤマハ世


