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10月１日～ 12月 31日10月１日～12月 31日
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　　　　　☎ 0297-25-2101　FAX 0297-52-0730　　Ｈ　Ｐ http://www.tm-shakyo.jp メール mail@tm-shakyo.jp
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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 9月16日（水）10月14日（水）
支 所 9月16日（水）10月14日（水）

◎法律相談：午後1時～4時
本 所 9月  1 日（火） 9月15 日（火）10月   6日（火）10月20日（火）
支 所 9月   8日（火） 9月29日（火）10月13日（火）10月27日（火）

　市保健福祉センターにおいて、8月 8日「あかちゃん
フェスタ」を開催しました。暑さが厳しいなか、当日は
もちろんのこと、ひと月程前から多くのボランティアの
方々にご協力をいただき、来場した大勢の皆さんに楽し
んでいただけたと思います。
　初めての体験に赤ちゃんは、笑ったり泣いたりそれを
見守るパパやママの顔が印象的でした。
　社協では、子育てを頑張っている世代が地域で仲間を
作り、助け合いながら生活できる環境づくりを目指して
います。

　協力：託児ボランティア　ソレイユ
　協賛：ピジョン㈱

ご協力をお願いしますご協力をお願いします
　皆さまからお寄せいただく募金は、市内の地域福祉、また、高齢者・障がい者・児童・青少年福祉活動、
ボランティア活動などさまざまな福祉活動に役立てられます。
　戸別募金・街頭募金・学校募金・職域募金・募金箱の設置などにより運動を展開していきますので、
皆さまお一人おひとりの温かいご協力をお願いいたします。

きらくやまふれあいの丘すこやか福祉館からのお知らせきらくやまふれあいの丘すこやか福祉館からのお知らせ

平成 27年 6月から 7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」

・ハッピーソング所属 宝川ひろしを囲む会　33,500 円　・つくばみらい市図書館　12,115 円
・千葉土建一般労働組合　9,400 円　・匿名寄付金 4名　32,620 円　 ・車イス１台　匿名

　社協で運営している善意銀行には、市民の皆さまから心温まるお気持ち
をたくさんお寄せいただいており、前年度の寄附金額は 974,297 円にも
上りました。
　お預かりしました善意の寄附金は、高齢者の疑似体験を行うための器具
やきらくやま子どもひろばの遊具・安全設備の購入に活用させていただい
たほか、市内で活動するボランティアの活動資金となっております。
　また、車イスやマッサージ機などをはじめ、生活必需品なども多数いた
だき、すこやか福祉館の利用者や市内の困っている方々に広く利用してい
ただいています。
　お寄せいただきましたご芳志に深く感謝いたします。

▲ 常陽ボランティア倶楽部様より、
リヤカーの寄贈を受ける片庭会長

▲ マッサージ機は、すこやか福祉館の利用者に ▲ 車イスは、足の不自由な方
への貸出用として

心温まる善意が多くの人の力に・・・心温まる善意が多くの人の力に・・・

“ あかちゃん“ あかちゃんフェスタ ”フェスタ ”
子育て中の家族子育て中の家族で大賑わいで大賑わい

▲リヤカーは、ひまわり園の作業で大活躍

▲参加者の皆さんと片庭会長

▲ベビーマッサージ教室のようす ▲パパ・ママ・赤ちゃんで賑わいました

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）

ボイラー設備及び浴室天井の改修工事を実施するため、下記の期間中入浴施設は休止いたします。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
なお、入浴施設以外の業務につきましては、通常どおり営業いたします。

休止期間　平成 27年９月１日（火）～ 10月 15日（木）



参加者募集！
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有限会社 君嶋製作所 
指定障害者就労移行支援施設 ひばり園 
〒300-2404 つくばみらい市南 379 
TEL：0297-52-3707 
就労移行支援・就労継続支援Ｂ型 

あなたの   を応援します！ 自立 
就職したいが自信の無い方、仕事を通じて社会参加したい方 
そんなあなたを応援します。

見学もできます 

無  料  バ  ス  運  行  表

Ａコース
（大型バス：みらい平地区）
停留所名 時刻（1便）時刻（2便）

みらい平駅バス停 ９：１０ １０：２０
みらい平コミセン前バス停 ９：１５ １０：２５
かたつむり公園入口バス停 ９：１７ １０：２７
みらいの森公園東バス停 ９：１９ １０：２９
みらいの森公園西バス停 ９：２２ １０：３２
ふたばランド入口バス停 ９：２５ １０：３５
きらくやま着 ９：４５ １０：５５

Ｂコース
（大型バス：三島・東・谷井田地区）
停留所名 時刻（1便）時刻（2便）

農協本所前 ９：０８ １０：２５
弥柳（石引牛乳店前） ９：１０ １０：２７
上平柳十字路 ９：１３ １０：３０
中平柳旧和田商店前 ９：１５ １０：３２
下平柳公民館前 ９：１７ １０：３４
山王新田旧ローソン前 ９：１９ １０：３6
谷井田常陽銀行前 ９：２２ １０：３９
谷井田コスモス前 ９：２４ １０：４１
上島旧角正商店前 ９：２８ １０：４５
すみれ幼稚園前 ９：３０ １０：４７
伊丹消防小屋前 ９：３２ １０：４９
城中倉庫 ９：３８ １０：５５
きらくやま着 ９：４５ １１：０２

Ｃコース
（マイクロバス：小張・豊・板橋地区）
停留所名 時刻（1便）時刻（2便）

青木コミプラ ９：００ １０：２５
豊小学校前 ９：０５ １０：３０
小張田中商店前 ９：１０ １０：３５
高波旧ハニーマート前 ９：１５ １０：４０
高岡バス停前 ９：２５ １０：５０
狸穴入口バス停 ９：２９ １０：５４
飯田薬局前 ９：３２ １０：５７
板橋小学校前 ９：３５ １１：００
取手ゴルフ場入口 ９：３８ １１：０３
きらくやま着 ９：４５ １１：１０

Ｄコース
（大型バス：小絹・谷原地区）
停留所名 時刻（1便）時刻（2便）

谷和原庁舎 ８：５７ １０：２０
コスモス谷和原店 ９：０２ １０：２５
寺畑入口（洗車場）９：１０ １０：３３
小絹セブンイレブン（ふれあい道路） ９：１３ １０：３６
絹の台（旧鈴木酒店）９：１７ １０：４０
小絹駅 ９：１９ １０：４２
トーソー入口 ９：２２ １０：４５
筒戸寺下 ９：２５ １０：４８
きらくやま着 ９：４５ １１：０８

※帰りのバスは全コース 15：10 出発となります。 

　社協では、ノーマライゼイションの考えを広く理解していただけるよう下記のとおり研修会を開催します。
　市内には、障がいのある子ども達が通う県立の伊奈特別支援学校があります。そこで活動しているPTAや関係機関の方を
講師に迎え、分かりやすい研修などを予定しております。
　是非、ご参加ください。
日　　程　第１回　10月 13日（火）　10時 ～ 12時 　　定　　員　５0名
　　　　　※第２回目以降の期日や内容は参加人数等 　　参 加 費　無料
　　　　　　により決定　全５回シリーズ   　　内　　容　障がいに対する理解、障がいを持つ子ども達と
場　　所　保健福祉センターなど    　　　　　　　のふれあい講師の方を招いての講演会など
対　　象　市内在住、在勤、在学の方   　　締 切 り　9月 18日（金）
※詳細は、申し込み締め切りのあと参加者へお知らせします。
ノーマライゼイションとは、1960年代に北欧諸国から始まった社会福祉をめぐる社会理念の一つ。障がい者と健常者とは、
お互いが特別に区別されることなく、社会生活を共にするのが正常なことであり、本来の望ましい姿であるとする考え方

このページの申込み及びお問合せはすべて　TEL 25-2101　となります！

今年も開催します！今年も開催します！

　『社協まつり』は、子どもから大人まで楽しんでいただける祭りとして福祉体験コーナー・ゲームコー
ナー・昔遊びコーナー・野外ステージショー・大ビンゴ大会などが盛り沢山です。そのほかにも、福
祉模擬店・飲食関係の模擬店がたくさん出店します。
　皆さんそろってのご来場をお待ちしております。

※　当日は社協まつり開催のため、すこやか福祉館
　は午後５時まで 休館となります。午後５時からは
　平常どおり運営します。
※ 無料臨時送迎バスを運行します。
　 下記運行表を参考にしてください。

10 月 18 日（日）10 月 18 日（日）
1 0 : 0 0 ～ 1 5 : 0 01 0 : 0 0 ～ 1 5 : 0 0
※ 雨 天 決 行※ 雨 天 決 行
き ら く や ま ふ れ あ い の 丘き ら く や ま ふ れ あ い の 丘

Ｅコース
（マイクロバス：福岡・十和地区）
停留所名 時刻（1便）時刻（2便）

下長沼公民館 ８：４５ １０：２０
上長沼（公民館十和分館） ８：５０ １０：２５
十和農協 ８：５５ １０：３０
福岡水門 ９：０５ １０：４０
旧福岡農協 ９：０８ １０：４３
南（石塚材木店）９：１１ １０：４６
日川公民館 ９：１５ １０：５０
田村（水道機場下）９：１８ １０：５３
楢戸（塚本スタンド） ９：２５ １１：００
きらくやま着 ９：４５ １１：２０
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0297-38-6511  ～

24　７月２６日、「みらい教室」を開校しました。この事業は、塾などに通
うことが困難な子どもたちの就学支援を目的としており、元学校教師や
大学生などが先生（学習支援ボランティア）となって、小中学生に勉強
の方法や苦手科目を克服するためのアドバイスをする学習指導教室です。
　この教室には、１４名が学習支援ボランティアとして登録しており、
参加した子どもたちは夏休みの宿題や苦手科目のドリルなどを持ち寄り、
ボランティアの先生とマンツーマンで勉強に取り組みました。社協では、
今後も児童や生徒を対象とした事業や子育て支援に力を入れていきます。

無料塾「みらい教室」の開校！無料塾「みらい教室」の開校！

　子育ての応援をしてほしい人（利用会員）が、応援
したい人（協力会員）のサポートを得て、地域で支え
あう会員制（有料）のサービスです。

◎報酬：１時間あたり 700 ～ 900 円　※資格は不要です
　事前に会員登録と入会金 1,000 円が必要となります。

　75 歳以上ひとり暮らし及び高齢者世帯の方を対象とした送迎
での買い物ツアーを開催します。
実 施 日　①９月 25日（金）　② 10月 23日（金）
行 き 先　①つくば市　みずほの村市場・アッセ
　　　　　②つくばみらい市　みらいっ娘・クリエイト・しまむら
買物時間　10時から 11時 30分
参 加 費　無料（購入品については自己負担）
募集定員　先着 10名まで
締 切 り　開催日 10日前まで

　市及び社会福祉協議会では、子育て中のパパやママとおしゃべりを楽しんだり、子どもたちと一緒に遊んだり、子育ての応
援をしてくださる方を募っています。
　子どもたちとの接し方や応急手当の方法などを学び、子育てボランティアとしてご活躍いただき、子育て中のママや可愛い
子どもたちと楽しい時間を過ごしましょう。
日　時　第 1回　10月 5日（月）　第 2回　10月 6日（火） 　　　対 象 者　市内在住の方
　　　　全 2回のコースになります。   　　　参 加 費　無料
　　　　各　回　13：30 ～ 15：30   　　　主　　催　社会福祉協議会・市生涯学習課
場　所　保健福祉センター    　　　締 切 り　９月 25日（金）まで※定員になり次第締切り▲昨年のまつりの様子

　 FRIENDサークルのお知らせ
　社協では、市内在住、また在勤の人を対象に“友だちの輪”を広げ休日などの空いた時間を地域で有意義に過ごしていた
だけるよう、きっかけ作りの講座を開催します。
興味のある方は、是非ご参加ください。新たな出会いがあるかも…！

日　　程　第１回　10月 24日（土）　10時 ～ 12時　※第２回目以降も休日を予定　全 4回シリーズ
場　　所　保健福祉センターなど
対　　象　概ね 20歳以上 50歳代の男女
定　　員　先着 30名
参 加 費　無料
内　　容　アロマセラピー、ヨガ、フェイスマッサージ、美味しいコーヒーの入れ方
締 切 り　9 月 18日（金）
※詳細は、申し込み締め切りのあと参加者へお知らせします。

　７月３０日～３１日にかけて、市内の小学４年生から
中学３年生の１９名が福祉体験ワークキャンプに参加し
ました。
　今年は、学生ボランティアにも協力していただき、認
知症に関する勉強会やインスタントシニア体験（高齢者
疑似体験）・配食サービスお弁当作り体験などを学習して
茨城県立中央青年の家に宿泊しました。参加した子ども
たちは、高齢者の気持ちがよくわかり、高齢者にどのよ
うに接するかを学べたようです。

夏休みの夏休みの福祉体験 福祉体験 ワークキャンプワークキャンプ

▲弁当作りを体験中の子どもたち


