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2015 年 5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.91No.No.9191
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社協だより

問合せ　２５－２１０１ 問合せ　５７－０１２３

　きらくやますこやか福祉館に、 ４月より「子育て支援
室」を開設しました。今まで「こどもひろば」におい
て実施してきたイベントやミニ教室はもちろん、新し
い企画も盛りだくさんで皆さんをお待ちしています。
　子育て中の親子が集まって、いっしょに遊び、いっ
しょに学べる交流の場として、ぜひご活用ください。
保育士及び保育支援員が悩みや相談にも対応します。
　開設時間は、火曜日から土曜日の 10 時から 16 時
です。館内には食事ができるスペースもありますので
１日中ご利用いただけます。
　詳しい日程はホームページでご確認ください。 

http://www.tm-shakyo.jp

　ファミリーサポートセンターは、子育ての援
助を受けたい人（利用会員）が、子育ての援助
を行いたい人（協力会員）のサポートを得て、
仕事を持つ保護者はもちろん、子育て真っ最中
の保護者が安心して子育てのできるよう、地域
ぐるみで支え合う会員制（有料）の事業です。

◎ 入会時に、利用・協力会員ともに入会金 1,000
円が必要です。
◎幅広い送迎に対応いたします。
◎利用会員・協力会員ともに募集！
※ 詳細については、下記まで
　お問い合わせください。

　３月28日（土）から４月５日（日）の９日間、きらくやまふれ
あいの丘で『第２回きらくやま桜まつり』を開催しました。桜
の開花もまつりに合わせてくれるかのように咲き始め、満開時
には多くの皆様にきらくやまの桜を堪能いただけたと思います。
　こどもの遊びコーナーでは、初めて体験するコマや割り箸鉄
砲などの昔遊びに目を光らせ、楽しそうな子ども達の風景がた

くさん見られ、野外
ステージでのビンゴ
大会やキッズミュー
ジカル・ダンス等の
ステージ披露も盛り上がりました。
　期間中、つくばみらい市ボランティア連絡協議会の皆様
が出店された飲食模擬店も大繁盛となり、売上金はボラン
ティア活動資金として活用されます。ボランティアの皆様
ご協力ありがとうございました。

今年も大盛況今年も大盛況！！きらくやまきらくやま桜まつり桜まつり
社協会費・共同募金の財源で行っています

子育て中のお父さん、お母さんを応援します

 きらくやまに きらくやまに

「子育て支援室」「子育て支援室」をを開設開設！！
ファミリーサポートセンタファミリーサポートセンターー

4 月より開始

花見を楽しむ皆さん

ボランティアさんと片庭会長
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●基本方針
　支援が必要な高齢者や障がい者、子育て中の家庭において、
近所付き合いの希薄化は深刻な問題となっており、地域全体
の問題として捉える必要があります。本会は、社協の理念に基
づき、引き続き地域のボランティア活動や地域単位で行うサロ
ン等の住民が主体となる活動の支援を図り、地域福祉推進の
リーダーとしての役割を果たすべく、住民参加型の多種多様な
福祉サービスを積極的に進めていきます。
●新規事業
地域子育て支援拠点事業…子育て中の親子が安心して集い交
流できる支援室の設置

学習支援事業…生活困窮世帯の児童生徒に対する学びの場の
提供

働き世代地域交流事業…現役で働く世代の交流と自発的な地
域参加への支援

プラチナ世代地域参加事業…定年後の世代が地域の担い手と
して活躍するための講座

●重点事業
生きがい活動支援通所事業（リハビリー隊）…リハビリによる
介護予防

高齢者支援台帳の整備…支援が必要な方を地域で見守るため
の情報把握や管理

独居高齢者見守り事業…独居高齢者を地域の方の協力を得て
見守る安否確認等の状況把握

お達者クラブ…レクリエーションによる介護予防や引きこもり防止
買い物「ぶらり旅」事業…75 歳以上の独居高齢者や世帯を対
象にした買い物支援

小地域会食サービス事業…地域で支えあう引きこもり防止対策
児童福祉啓発研修会（福祉移動教室）…児童や生徒に対して福
祉の心を促す出張教室

ふれあいいきいきサロン事業…小地域での仲間づくりや生き
がいづくり

サンタが街にやってくる事業…子供に夢や豊かな感性をもって
もらうお楽しみ事業

社協まつりの開催…地域及び世代交流を目的にした福祉啓発イ
ベント

きらくやま桜まつりの開催…施設の桜並木を活用した地域交流
の場所提供

地域包括支援センター運営…高齢者が住みなれた地域で暮ら
すための総合相談窓口

地域活動支援センター「ひまわり園」・「さくら園」運営
　…障がいをもつ方の通所での就労訓練や共同生活訓練施設

平成 27 年度事業計画

地域包括支援センターからのお知らせ地域包括支援センターからのお知らせ

　目で見て共有できる手話や手話ソングを
使って楽しく踊るパフォーマンスです。子
どもから大人までみんなで体いっぱい表現
しよう！ダンスを楽しみながら手話も学べ
ますよ。
日　　時　全 21回コース　６月～３月
（原則第 1・第 3土曜日の 10時～ 12時）
対　　象　市内在住の方ならどなたでも
場　　所　保健福祉センター
募集期間　５月 15日（金）まで

Ｌｅｔ’ｓ　Dａｎｃｅ

　点字は重度の視覚障がい者にとって気軽に読み書きできる唯
一の文字です。点字に興味のある人や点訳ボランティアを志す
人のための教室です。
日　　時　全 10回コース（毎回水曜日の 14：00～ 16：00）
　　　　　5月27日／ 7月１日／８月19日／9月16日／10月 28日
　　　　　11月 18日／1月 27日／2月 17日／3月 16・30日
場　　所　保健福祉センター
対　　象　市内在住・在勤で点字に関心のある方
参 加 費　600 円程度（テキスト代）
募集期間　5月 15日（金）まで　ご応募お待ちしております。

やさしい点字教室やさしい点字教室ｔ ｓ　DＬｅｔ ｓ　Dａｎｃｅ

手話パフォーマンス講座手話パフォーマンス講座

申込み　２５－２１０１申込み　２５－２１０１

プラチナ世代地域参加事業プラチナ世代地域参加事業

お庭の職人さんコースお庭の職人さんコース
　家族や仲間から驚かれる「お庭の職人さん」
を目指しませんか？自分のスキルをみがき、
ご家庭や地域活動に参加できる剪定の技術を
身につけましょう。男性、女性、どちらも大
募集します！（プラチナ世代とは…シルバー世代
の代わりに用いられている造語。色あせず長年輝
き続けるプラチナを意味します）
日　　時　６月３日（水）・11日（木）全 2回のコース
　　　　　各回　13：30 ～ 16：30
会　　場　きらくやま すこやか福祉館
対　　象　市内在住のおおむね 50～ 70歳の方
　　　　　 （※昨年度「お庭の職人さんコース」を

受講されていない方に限る）
定　　員　15名　先着順　
参 加 費　無料
募集期間　5月 22日（金）まで
　　　　　※定員になり次第締切り

申込み　２５－２１０１問合せ　５７－０２０３

　地域包括支援センターでは、今年度よりひとり暮らしの
高齢者だけでなく、高齢者世帯も訪問させて頂き、必要な
情報の提供やサービスの説明を行いながら、見守りネット
ワーク体制の充実を図って行きたいと思います。ぜひご協
力ください。
　市内には地区ごとに４箇所の相談窓口があり、各担当地
区の職員が訪問させて頂きます。

★小張・板橋・東地区 57-0203（社会福祉協議会内）
★豊・谷井田 ･三島地区 57-1227（ブランチいなの里）
★谷原・小絹地区 52-1280（ブランチぬくもり荘）
★十和 ･福岡・みらい平地区 20-5525（ブランチ雅荘）

　「地域包括支援センター」は、高齢者の方やそのご家族の介
護 ･福祉・医療等、生活全般に関する相談窓口です。介護保
険の利用の仕方や認知症に関する相談、高齢者の権
利擁護に関することなど様々な心配ごとに対して
専門の職員が対応いたします。

ます。

社協会費・共同募金の財源で行っています

社協会費・共同募金の財源で
行っています
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生活困窮者に対する財政支援
●受託事業
すこやか福祉館管理運営
世代ふれあいの館管理運営
地域ケアシステム推進事業
有料在宅福祉サービス
ファミリーサポートセンター事業
地域活動支援センター「ひまわり園」・　「さくら園」運営
地域子育て支援拠点事業
介護用品支給
福祉移送サービス
理髪サービス
地域包括支援センター運営
障がい者地域支援事業
ふれあい定期便事業

●一般会計予算額　300,670 千円
法人運営事業 38,667 千円
日常生活自立支援事業 4,474 千円
退職手当積立事業 7,105 千円
地域コミュニティ事業 3,233 千円

ボランティア育成事業 435 千円
生活支援事業 1,877 千円
高齢者支援事業 4,288 千円
広報啓発事業 1,327 千円
歳末助け合い事業 487 千円
善意銀行運営事業 2,614 千円
小口貸付資金貸付事業 600 千円
生活福祉資金貸付事業 173 千円
地域活動支援センター「ひまわり園」 21,635 千円
地域活動支援センター「さくら園」 11,745 千円
理解促進等地域支援事業 1,311千円
すこやか福祉館管理運営事業 64,726 千円
世代ふれあいの館管理運営事業 35,006 千円
地域ケアシステム推進事業 8,264 千円
有料在宅福祉サービス事業 3,654 千円
ファミリーサポートセンター事業 2,610 千円
地域子育て支援拠点事業 4,360 千円
ふれあい定期便事業 11,279 千円
介護用品支給事業 5,745 千円
理髪サービス事業 1,413 千円
福祉移送サービス事業 3,420 千円
地域包括支援センター事業 60,222 千円

平成 27 年度一般会計予算
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　家族の介護や在宅での介護など、介護に関して
よく分からない事はありませんか？健やか「和」
教室では介護予防や健康づくりなどに役立つ知識
を、お話や体験を通して学んでいく教室です。介
護や認知症などに不安や悩みをお持ちの方、健康
なうちに学んでおきたいと関心のある方どなたで
も参加できます。気軽にご参加ください。

実施日　 ６月２日（火）・16日（火）・30日（火）の　　
全３回コース

時　間　13：30～ 15：30
会　場　きらくやまふれあいの丘　すこやか福祉館
内　容　・高齢者の身体と脳の変化についてのお話や運動
　　　　 ・ 介護保険の上手な利用方法や家族介護について

のお話
　　　　・最後まで自宅で安心して生活する為に
対　象　 市内在住・在勤・在学の方で、介護についてお悩

みの方、関心をお持ちの方など
参加費　無料

健やか健やか和和
な ご みな ご み

教室開催教室開催!!!!

実 施 日　①５月 22日（金） ②６月 26日（金）
　　　　　車にて送迎します（申込み時要相談）
行 き 先　 ①絹の台　ヨークベニマル・ホーマック
　　　　　②常総市　カスミ水海道栄町店ほか
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　5月 14日（木）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

申込み　５７－０２０３

参加者募集
！

お待たせしました！高齢者の安心な住まい「風のすみか」いよいよ開設！！

5月より入居可能

　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　6月 18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　5月 31日（日）まで

遠藤（えんどう）
090 ─ 2635 ─ 8154

申込み

社協会費・共同募金の財源で行っています
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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　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 27年 2月から 3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」

介護用品支給事業の申請ご案内介護用品支給事業の申請ご案内

・グリーンリーフ　7,897 円　・文学散歩参加者有志　3,600 円　・荒川せつ遺族一同　200,000 円
・紫峰ケ丘Ｂ子ども会　15,158 円、クオカード 2枚　・匿名寄付金 3名　33,625 円

ボランティア活動・ボランティア活動・市民活動市民活動をを応援応援しますします

申請受付中

　在宅で寝たきりや認知症の高齢者などを介護する方に、紙おむつや尿とりパットなどの介護用品の　　　
支給を行っています。ただし、申請月によっては希望商品を支給できない場合があります。

申　　請　随時（毎月 15 日締切）5月31日までに申請した場合は満額支給となります。
配　　布　７月以降随時配布
配布方法　配達予定
配布対象　・満 65 歳以上の寝たきりや認知症高齢者及び 20 歳以上の重度障がい者

　　……年額 15,000 円を限度（申請月によって変更有）
・要介護４または５と認定された市県民税非課税世帯に属する満 65 歳以上の在宅高齢者
　　……年額 30,000 円を限度（申請月によって変更有）
※支給時に入院中・入所中の方は対象外となります。

●受付・問合せ　・市社会福祉協議会　57-0123　・伊奈庁舎 介護福祉課　58-2111（内線 1174）

　ボランティアグループ・市民団体などによる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　事業名　「ボランティア・市民活動応援助成事業」
２　対象事業
　　（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
３　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。
４　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不可。

５　受付期間
　　　５月 22日（金）まで　　　　　
　　　　※ 土・日・祝日は受付不可
６　申込方法
　　　 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。申
請書は、下記問合せ先からお取り
寄せください。ＦＡＸ不可。

●申込み・問合せ
　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）
　つくばみらい市古川 1015-1
　ＴＥＬ 0297-25-2101

護用品の　　　

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 5月13日（水） 6月17日（水）
支　所 5月13日（水） 6月17日（水）

本　所 5月   7日（木） 5月 19日（火） 6月   2日（火） 6月 16日（火）
支　所 5月 12日（火） 5月 26日（火） 6月   9 日（火） 6月23日（火）

共同募金・社協会費の財源で行っています


