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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
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社協だより

　きらくやますこやか福祉館内の「子育て支援室」
では、様々なイベントを行っています。お誕生会
や製作遊び、親子のふれあい遊びなどのほか、ベ
ビーヨガやアロマ講座など講師の先生をお呼びし
て、ママのリフレッシュのためのイベントも企画
しています。イベント以外の日も保育士による読
み聞かせやリズム遊びなど、楽しい内容が盛りだ
くさんです。
　ママとお子さんの笑顔が溢れる子育て支援室
に、気軽に遊びに来てください。

　社会福祉協議会と市教育委員会では、やわらライオンズクラ
ブと連携を図り、児童・生徒の安全確保を図るため、防犯散歩
ボランティア事業の一環として「スクールガード」活動を６月
より開始しました。
　スクールガードは、子どもたちの下校を見守りながら一緒に
自宅まで散歩していただく活動です。まずは小絹小学校区の皆
さまにご協力いただき、市内全域に広まればと考えています。
地域の皆さんが一丸となって、未来ある子どもたちを守ってい
きましょう。

▲こいのぼりバッグを作ったよ ▲新聞紙をビリビリするのって楽しいね

▲笑顔の参加者と片庭会長

▲地域の皆さんが見守っています

笑顔いっぱいの子育て支援室笑顔いっぱいの子育て支援室

防犯ボランティア防犯ボランティア スクールガード活動開始！スクールガード活動開始！
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事 業 報 告

決 算 報 告

平成 26年度平成 26年度 事業報告及び決算報告 事業報告及び決算報告

　平成 26 年度は、社会的な孤立の問題や経済的困窮の問題、虐待や悪徳商法、成年後見などの権利擁護の
問題など様々な地域における課題が増加しました。それらの課題に対応するため、つくばみらい市や民生委員・
児童委員を始めとする様々な関係機関や団体との連携を図り、その解決に努めました。
　また、地域福祉推進事業では「つくばみらい市地域福祉計画・地域福祉活動計画」に基づき事業を推進す
ると共に内容の充実を図り、地域の福祉ニーズに対する事業の企画・立案、さらには見直し（ＰＤＣＡサイクル）
に努め、住民のニーズに応えられる事業やサービスを実施しました。

《新たに取り組んだ事業》  ・障がい者地域支援事業 
　　　　　　　　　　　  ・子育てママ応援事業

　プラチナ世代対象の料理教室です。料理の基本から始ま
り、身近なものを使って、料理のコツがわかる楽しいメ
ニュー満載です。料理のレパートリーを増やし、習得した
技術を家庭や地域で活かしましょう。男性・女性を問わず
大募集します。（「プラチナ世代」とは、渡辺淳一のエッセイで出
現した言葉で、シルバーほど地味ではなく、色あせず元気でアクティ
ブに長年輝き続ける高齢者という意味です）

日　　時　8月 6 日（木）　8月 28日（金）
　　　　　9月 4日（金）　9月 15日（火）
　　※全 4回のコースになります。各回 9：30 ～ 13：30
会　　場　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～ 70歳　男・女
定　　員　15名　※先着順　　
参 加 費　2,000 円（4回分の食材費等）
募集期間　7月 24日（金）まで

　高校生や大学生のみなさん、夏休み期間中にボラ
ンティア体験してみませんか？
　ボランティアについて学んで様々な場所で活躍し
てもらえると思います。「ボランティアしたいけどど
うしたら…」などでお悩みの高校生・大学生、ぜひ
参加ください。

日　　時　 ７月 24 日（金）　７月 30日（木）～ 31日（金）　
８月８日（土）　全３回（１泊２日の宿泊あり）

内　　容　 ・研修「ボランティアとは」
　　　　　・ワークキャンプ協力・あかちゃんフェスタ協力
定　　員　15名　※先着順
対　　象　市内在住・在学の高校生、大学生
募集期間　７月 10日（金）まで

収入額 303,196,916 円
支出額 301,255,391 円
繰越金 1,941,525 円

 

科目別収入

 
 

事業別決算額

プラチナ世代
地域参加事業

申込み　２５－２１０１ 申込み　２５－２１０１

チャレンジ クッキングチャレンジ クッキング 学生ボランティア講座学生ボランティア講座
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●日　程　７月30 日（木）～
７月31日（金）

●内　容　福祉体験
●宿泊先　茨城県立中央青年の家
●対象者　 小学 4 年生から中学

3年生

●参 加 費　1,500 円
●募集人数　25名
　　　　　　※先着順
●募集期間　７月10 日（金）まで

　いろいろな体験や共同作業をとおして、福祉についてみん
なで考えながら、一緒に夏休みの思い出を作りましょう！！

　みらい平コミュニティーセンターにおいて、８月
より高齢者向けのおしゃべりを楽しむ「かがやきサ
ロン」を開催します。みんなで健康維持のために
楽しいおしゃべりしませんか？参加登録等不要！！
気になった方は開催日にお越しください。
開催日　８月 5日（水）　毎月１回　第 1水曜日

時　間　午前 10時～ 12時
場　所　みらい平コミュニティーセンター　研修室
参加費　100 円

参加者募集！

872-7

0297-38-6511  

24

高齢者の安全な住まい  風のすみか  つくばみらい  即  入居  可能です！

入居者  募集中

ふれあいいきいきサロンふれあいいきいきサロン

申込み　２５－２１０１ 問合せ　２５－２１０１

ワークキャンプワークキャンプ
参加者募

集！

　子育て中のパパさんとママさん、赤ちゃんと遊びに来ませんか？
今年も親子で楽しめるコーナーをたくさん用意してお待ちしてい
ます！
　家族みんなで参加すれば、きっと楽しみながら子育てできるよ
うなコミュニティの輪が広がるはず…
　社会福祉協議会は、子育て世代を応援します。
★日　時　８月８日（土）13時～ 15時
★会　場　保健福祉センター　古川 1015 － 1
★催し物　 健康育児コーナー・あかちゃんの前髪カットサービス・

ファミリーショットサービス・ベビーマッサージ教室・
カフェスペース・プレイルームなど

　　　　　※アンケートに答えて素敵な景品をもらおう！
★対　象　赤ちゃんとその家族
★参加費　無　料 ※詳細は、ホームページで

　→ http://www.tm-shakyo.jp

今年も“あかちゃん今年も“あかちゃんフェスタフェスタ”を開催します”を開催します

問合せ　２５－２１０１

　地域包括支援センターでは、成年後見制度について研修会を開催します。認知症や知的障がいなどによって判断
能力が不十分な人が、大切な財産を守り生活上の不安を解消するための制度が、成年後見制度です。
・ 今は元気だけど、将来自分に判断能力がなくなった時に備えたい
・ ひとり暮らしの親が訪問販売で、使うはずもない高価な品物を買ってしまい困っている
・ 後見の手続きや費用がわからない。具体的にどのようなことをしてくれるのか…など、
専門の先生が詳しく説明します。この機会にぜひ参加してみませんか？
●日　時　　８月11日（火）　14：00～ 16：00
●会　場　　きらくやま世代ふれあいの館　会議室

●対　象　　市内在住の方、介護事業所職員など
●参加費　　無　料

申込み　５７－０２０３

成年後見制度成年後見制度
は 成年後見制度に い 研

聞いてみよう聞いてみよう

▲昨年のようす
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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 4月から 5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 7月15日（水） 8月12日（水）
支 所 7月15日（水） 8月12日（水）

◎法律相談：午後1時～4時
本 所 7月   7日（火） 7月 21日（火） 8月   4 日（火） 8月 18日（火）
支 所 7月 14日（火） 7月28日（火） 8月 11日（火） 8月25日（火）

◎宝川ひろしチャリティカラオケ発表会　40,165 円　　◎石田音楽カラオケ大会　34,795 円
◎匿名寄付金 2名　23,120 円 　　◎折りたたみ式リヤカー　常陽ボランティア倶楽部　　◎米 60㎏　前沢儀夫

募集職種　　子育て支援業務
　　　　　　※ 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
募集人員　　1名
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 27年 9月１日～平成 28年 3月 31日（延長の可能性あり）
勤 務 日　　週 2日～ 3日程度
勤務時間　　午前 9時 30分から午後 4時 30分
勤務場所　　きらくやまふれあいの丘（すこやか福祉館内）
賃　　金　　時給 840円（通勤手当別途支給）
申込期間　　 平成 27年 7月 1日（水）～ 7月 24日（金）午後５時までに社会福祉協議会本所（すこやか福祉館内）

へ指定の履歴書を提出してください。指定履歴書は、当会ホームページ（http://www.tm-shakyo.jp）
よりダウンロードできます。

雇用試験　　平成 27年 8月 7日（金）面接試験を実施します。
問合せ先　　つくばみらい市社会福祉協議会　　担当：赤津　ＴＥＬ 0297-57-0123

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。

社協会費・共同募金を財源に行なっています

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）

　　　　  障がいのある子ども達と一緒に楽しいひとときを過ごしてみませんか？障がいのある子ども達と一緒に楽しいひとときを過ごしてみませんか？
　　　　　ボラさんといっしょ♪ ～ふれあいボランティアスクール～～ふれあいボランティアスクール～ からのお知らせ

　障がいのある子ども達と直接ふれあうことで障がいについての理解を深め地域でのボランティア活動に活かしてみま
せんか？皆さんのご参加をお待ちしております。

日　時　8月1日（土）午前 10 時～12 時
内　容　知的障がいのある子ども達との調理実習
対象者　ボランティア活動に興味のある方

場　所　谷和原公民館　研修室
主　催　伊奈特別支援学校つくばみらい地区会
締切り　7月 24（金）まで

ボランティア
募　集

申込み　２５－２１０１

　グランドピアノを弾いてみようグランドピアノを弾いてみよう
　世代ふれあいの館ホールにおいて、グランドピアノ（ヤマハコンサートグランドピアノＣＦ－Ⅲ）を提供し、より多く
の方々に音楽を親しんで頂くとともに、気軽にグランドピアノに触れる機会を設けます。

日　　時　７月２３日（木）　８月５日（水）　８月６日（木）　９月６日（日）
　　　　　午前９時から午後５時まで（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・興味のある方　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、利用当日に窓口でお支払いください。
申込期間　７月７日（火）から各ピアノ開放日の１週間前までにお申し込みください。 申込み　５７－１７７０


