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社協だより

　あけましておめでとうございます。
　皆さまは健やかに新年をお迎えになられたこととお慶び
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。
　さて、ここ数年、人間関係の希薄化を表す「無縁社会」
という言葉をよく耳にします。本市におきましても人口増
加の一途をたどる一方、昔ながらの「縁」が薄れているように見受けられます。このような言
葉が使われることがないよう、地域での支え合いを地域の皆さまと一緒に創り上げていくこと
こそが社会福祉協議会の使命であります。
　その取り組みの第一歩といたしまして、昨年より、つくばみらい市と協働で作成した「地域
福祉計画・地域福祉活動計画」に基づき各事業を遂行しております。なかでも「ふれあいいき
いきサロン事業」はコミュニティの再構築として、とても有効な事業であり引き続き強化し高
齢者や障がい者、地域の方々が気軽に集える環境を整え地域力の発展に貢献してまいります。
　また、きらくやまふれあいの丘すこやか福祉館に整備した「こどもひろば」を活用して、「子
育て支援拠点事業」を新たに実施し、子育てに関する悩み事相談や親子で楽しめる遊びなどの
イベントを行ってまいります。
　2015 年も当会職員が一丸となり地域福祉を推進し「有縁社会」の実
現に向け事業を推進して参りますので、これまで以上にあたたかいご
支援と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。

新春のごあいさつ新春のごあいさつ

会 長　片庭 正雄
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　毎年恒例となったクリスマスイブ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 377 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15名が、
素敵な夢とプレゼントを届けました。
　子ども達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。

　10月 18日、きらくやまで「第３回社協まつり」を開催しました。
今年度も昨年同様 3500 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。
　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、野外ステージでの催しも盛大に行われ、ご来場の皆さんは楽しく
一日を過ごしていただけたと思います。
　募金活動にご協力いただいたガールスカウトの皆さん、また、募金に
ご協力いただいた皆様ありがとうございました。

　11月 16 日、つくばエクスプレスみらい
平駅前で県立伊奈高等学校、ガールスカウ
ト茨城県 38 団、SDMKキッズストリート
ダンスの皆様のご協力のもと街頭募金活動
を実施し、歩行中の皆様からあたたかい募
金をお寄せ頂きました。この募金は、地域
の社会福祉事業に活用させて頂きます。募

金にご協
力いただ
きました
皆様、本当
にありが
とうござ
いました。

茨城県社会福祉大会茨城県社会福祉大会
受賞おめでとうございます受賞おめでとうございます

共同募金・社協会費の財源で行っています

　10 月 16 日、小美玉
市小川文化センターで開
催され、多年にわたり社
会福祉の発展に功績のあ
った方々への表彰式が行
われました。つくばみら
い市からは次の方々が受
賞されています。

（順不同・敬称略）
＜県知事表彰＞
社会福祉施設職員　　美濃毛道子　千葉礼子
＜県社会福祉協議会会長表彰＞
ボランティア団体　　ほうれん創

そう

　傾聴ほほえみ
社会福祉施設役員　　文倉勝一　小島忠司
社会福祉団体役員　　宮本直子

赤い羽根赤い羽根共同募金共同募金運動運動

出張サンタに行ってきました！

～街頭募金を実施しました～～街頭募金を実施しました～

サンタさんに逢えて笑顔がいっぱい

今年も大盛況！

ササ
の

社 協 ま つ り
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実 施 日　1 月 23 日（金）
　　　　　車にて送迎します（申込み時要相談）
行 き 先　 サンキ小絹店、ドラッグクラモチ、　　

みらいっ娘
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　１月 14日（水）まで

　ボランティアグループ「みらい研ぎクラブ」では、市
民の皆さまを対象とした包丁研ぎ教室を開催いたしま
す。男女問いませんので、お気軽にご参加ください。
日　　時　２月 19日（木）10：00～ 12：00
会　　場　谷和原公民館　調理室
定　　員　16名（先着順）
参 加 費　無　料
持 ち 物　前掛け、包丁（２丁まで）
募集期間　１月23日（金）まで

買い物ぶらり旅
参加者募集

！

包丁研ぎ教室包丁研ぎ教室

申込み　２５－２１０１
遠藤（えんどう）
TEL 090 ─ 2635 ─ 8154申込み

参加者募集
！

　きらくやますこやか福祉館内の「こどもひろば」で定期的に開催しているイベ
ント“ハッピーデイズ”や“おやこミニ教室”が、お母さんたちに大人気！　ハッピー
デイズでは、成長記録や誕生会を中心に手遊びなどをする他、お子さんへのプレ
ゼントなども多数用意しています。おやこミニ教室では、外国人の先生による楽
しい英語遊び、県エアロビック連盟の先生による親子エアロビック、そしてベビー
マッサージやモノづくり教室など、親子で体験できる内容が盛りだくさんです。

　おおむね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。
　また、「こどもひろば」に
は、すべり台やボールプー
ルなどの遊具も設置してあ
りますので、イベントの無
い日は自由にご利用いただ
けます。

きらくやまきらくやま
こどもひろばこどもひろば
遊びに行こう！遊びに行こう！
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090-3008-2271  

入居対象：60歳以上（介護度の低い方や老人ホーム待機者も入居可能！）

入居者募集開始
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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 26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）
・ときめき歌まつり　代表　石井弘志　30,000 円　・つくばみらい婦人防火クラブ　3,000 円　・手編みＡ教室　10,000 円
・ラベンダーの会　11,550 円　・つくばみらい市ソフトボール連盟　23,000 円　・ビーズアクセサリー工房　5,000 円
・匿名寄付金　計 22,000 円　・ネオステンドアートサークル　3,000 円　・市文化協会　舞踊部　67,000 円　
・市文化協会　陶芸部　25,200 円　・茨城県退職公務員連盟つくば支部　タオル 203本他日用品
・鎌倉正幸　マッサージ機　・堀尾たづ子　ヤマハグラビノーバ（電子ピアノ）

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
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14日（水）2月18日（水）
支　所 1月14日（水）2月18日（水）

本　所 1月13日（火） 1月27日（火） 2月10日（火） 2月24日（火）
支　所 1月   6日（火） 1月 20日（火） 2月   3日（火） 2月 17日（火）

共同募金・社協会費の財源で行っています

　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。

募集人員　　① 1名：ボランティア市民活動センター窓口業務及び事務
　及び　　　② 1名：地域活動支援センター指導員　※障がい者施設での作業活動支援
勤務内容　　③ 2名：子育て支援業務（有資格者）　　　
　　　　　　④ 1名：子育て支援業務（無資格者）　　　　　　
　　　　　　　※子育てに関する相談対応、親子で楽しめる遊びやイベントの企画立案等
　　　　　　⑤ 1名：すこやか福祉館窓口業務及び事務　
応募資格　　普通自動車免許を取得している方・年齢不問
　　　　　　③は保育士免許もしくは幼稚園教諭有資格者・年齢不問
雇用期間　　平成 27年４月１日～平成 27年９月 30日（延長の可能性あり）
勤 務 日　　①は週５日程度（事業により土・日・祝日勤務もあります）
　　　　　　②～⑤は週３日程度（事業により土・日・祝日勤務もあります）
勤務時間　　①午前 8時 30分から午後 5時 15分
　　　　　　②～⑤午前 8時 30分から午後 5時 15分の間で 6時間程度
勤務場所　　①②→ボランティア市民活動センター（保健福祉センター内）
　　　　　　③④⑤→きらくやまふれあいの丘（すこやか福祉館内）
賃　　金　　①④⑤→時給 840円（通勤手当別途支給）
　　　　　　②　　→時給 890円（通勤手当別途支給）
　　　　　　③　　→時給 1200円（通勤手当別途支給）
面接試験　　申込受付終了後、後日連絡します。
申込期間　　平成 27年１月８日（木）～平成 27年１月 30日（金）午前 9時から午後５時まで
　　　　　　　※ つくばみらい市社会福祉協議会（すこやか福祉館内）へ連絡の上、履歴書（指定履歴書）

を提出して下さい。
　　　　　　　※ 指定履歴書につきましては当会ホームページ（http://www.tm-shakyo.jp）よりダウン

ロード出来ます。
雇用試験　　受付後、日時等を連絡します。
問合せ先　　つくばみらい市社会福祉協議会　　担当：赤津
　　　　　　　　電話　0297－ 57－ 0123　　　FAX　0297－ 57－ 0206

臨時職員の募集について臨時職員の募集について

等等等等等等


