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被災者をボランティアが支援被災者をボランティアが支援
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社協だより

　９月 19 日、谷和原公民館において、障がいの
ある子たちが、うどん作りを体験しました。この
事業は、知的・発達障がい児等が安心して余暇活
動や社会参加のための活動ができるようボラン
ティアの皆さんがサポートを行うもので、色々な
体験やイベントを通して交流を深めています。

　初めてのうどん作りに挑戦し、悪戦苦闘
しながらもみんなで楽しいひと時を過ごす
ことができました。

　９月 22日、関東・東北豪雨災害により水害に遭われた、
市内のひとり暮らし高齢者を支援するため市内の有志がボ
ランティア活動を行いました。
　床上浸水の被害を受けた高齢者の家屋や庭にはたくさん
の漂流物が散乱しており、家財道具の片付けや掃除に男性
ボランティア７名（うち学生３名）が汗を流しました。
　被災された高齢者からは「ありがとうございました、助
かりました」と感謝のお言葉をいただきました。

　きらくやますこやか福祉館は、９月 10日から 26日まで水害に遭われた常総市の皆様の避
難所となりました。避難所の運営支援や炊き出し等にご協力いただいたボランティアの方々、
市ボランティア連絡協議会の皆さま大変お疲れさまでした。また、被災された皆様に謹んでお
見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興を心よりお祈りいたします。

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　保健福祉センター内
　　　　　☎ 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 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」

・ベビーヘルシー美蕾　6,000 円　　　・匿名寄付金 2名　23,000 円　　　・車イス１台　匿名

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18日（水）12月16日（水）
支 所 11月18日（水）12月16日（水）

◎法律相談：午後1時～4時
本 所 11月  4日（水） 11月 17日（火） 12月  1日（火）12月 15日（火）
支 所 11月10日（火） 11月24日（火） 12月  8日（火）12月22日（火）

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）

▲参加者を称える片庭会長

▲うどん粉を練って伸ばして気分はうどん職人

▲浸水した家屋を片付けるボランティア

募集人員　　① 1名：ボランティア市民活動センター業務全般　　② 1名：社会福祉協議会業務全般
勤務場所　　①ボランティア市民活動センター（つくばみらい市保健福祉センター内）
　　　　　　②きらくやまふれあいの丘（すこやか福祉館内）
応募資格　　普通自動車免許を取得している方・年齢不問　※社会福祉士、介護支援専門員等の保健福祉関係資格があれば尚可
雇用期間　　平成 27年 12月１日（火）～平成 28年３月 31日（木）（延長の可能性あり）
勤 務 日　　①週５日程度（土・日・祝日出勤の場合もあります）
　　　　　　②週 3～５日程度（土・日・祝日出勤の場合もあります）
勤務時間　　午前８時 30分～午後５時 15分
賃　　金　　時給 840円（通勤手当別途支給）　　　試 験 日　　平成 27年11月20日（金）面接試験
申込期間　　 平成 27年10月26日（月）～平成 27年11月10日（火）午後５時までに、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、指定の履歴書を提出してください。
　　　　　　※ 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）よりダウンロードできます。
問 合 せ　　ＴＥＬ 57 － 0123　 担当：赤津

臨時職員募集のご案内臨時職員募集のご案内 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。

障がい者等理解促進研修・啓発事業 うどん作り体験

「いつでも どこでも 誰もが安心して暮らせる福祉コミュニティづくり」に あなたの力を活かしてみませんか！！
募集職種　一般事務職
受検資格　【年齢】・昭和 55年４月２日以降に生まれた人
　【制限】次に該当する方は応募できません　・成年被後見人または被保佐人　・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終

えるまで又はその執行を受けなくなるまでの人　・日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に
成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党、その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

　【保有資格】・普通運転免許証を所持（３月 31日までに取得予定を含む）する方
　　　　　　・社会福祉士、介護支援専門員等の保健福祉関係資格があれば尚可
採用予定人員　１名
試験方法　【一次試験】 ・教養試験（筆記試験、作文試験）　　【二次試験】・個別面接試験、体力検査
試験日及び試験会場
　【一次試験】 ・期日　11月 29日（日）　
　　　　　　・会場　きらくやま　すこやか福祉館（つくばみらい市社会福祉協議会本所）（つくばみらい市神生 530）
　【二次試験】・日時及び会場については、一次試験合格者に別途通知します。
申込用紙の交付  ・所定の試験申込書兼履歴書は、本・支所で 10月 26日から交付します。
※指定履歴書（申込書兼履歴書）につきましては当会ホームページ（http://www.tm-shakyo.jp）よりダウンロードできます。
申込期間　平成 27年 10月 26日（月）～平成 27年 11月 19日（木）
申込書提出方法　【窓口にお越しいただく場合】   ・つくばみらい市社会福祉協議会 本所
　　　　　　　　【郵送の場合】 ・11月 19日必着とします（簡易書留等をお使いください）。
　　　　　　　　　　　　　　・つくばみらい市社会福祉協議会　本所 宛に郵送
問 合 せ　ＴＥＬ 57 － 0123　担当：赤津

つくばみらい市社会福祉協議会では、平成 28年度
正規職員を次のとおり募集します。職員採用試験のご案内
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　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たちに手渡しします。
　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？

配達日時　12月 24日（木）17：00～ 20：30
配達範囲　つくばみらい市内
対　　象　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 20日（金）まで

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！！

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 !!
　世代ふれあいの館ホールの空いている時期に、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 １2月10日（木）　12月16日（水）　H28 年1月17日（日）　1月24日（日）
  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週間前までにお申し込みください。

申込み・問合せ先
世代ふれあいの館
☎ 57- 1770

Ⅲ）

実 施 日  11 月 27 日（金）
行 き 先  守谷市 ジョイフル本田・　　　

ジャパンミート
買物時間 10：00 ～ 11：30
参 加 費 無料（購入品については自己負担）
募集期間 開催日 10日前まで
募集定員 先着 10 名まで

買い物ぶらり旅

申込み　25 － 2101

申込み　57 － 0203

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

　９月15日、陽光台小学校からの依頼で、ボランティアのアイアイグルー
プと手話サークルすずらんが、それぞれアイマスクや手話を使った体験
授業を行いました。
　子ども達は、目が不自由な方との接し方
や耳が不自由な方とのコミュニケーション
の方法を体験しながら学ぶことが出来たと
思います。社協に登録しているボランティ
アの皆さんは、小学校や中学校で福祉啓発
のための活動を行っています。ご要望がご
ざいましたらご連絡ください。

　子育て中の家族が安心して楽しく
外出できるよう、授乳及びおむつ替
えができる「赤ちゃんの駅」が、す
こやか福祉館及び世代ふれあいの館
内に整備されました。
　すこやか福祉館の赤ちゃんの駅は、
子育て支援室と隣接していますので、
赤ちゃん連れの皆さまはお気軽にご
利用ください。

　地域包括支援センターでは、ひとり暮らしの高齢者や高齢者世
帯の方々が、日常生活において役立つ『高齢者向け　ふくし便利帳』
を作成しております。
　例えば、お弁当や食材・灯油などを配達してくれるお店や、家
財の簡単な修理、大きな家財道具の移動などの手伝い、各事業所
の情報を『高齢者向け　ふくし便利帳』へ掲載します。
　つきましては、便利帳に情報を掲載させていただける市内事業
所を募集します。詳しくは、地域包括支援センターまでお問合わ
せください。

　プラチナ世代対象の掃除教室です。早いもので今年も残りわずかとな
り、大掃除のことを考える時期がやってきました。大掃除で面倒だと思
われる場所の術を伝授します。掃除の知識を増やし、習得した技術を毎
日の生活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　11月 25日（水）
　　　　　10：00 ～ 12：00
会　　場　谷和原公民館　
　　　　　和室 2・調理室
対　　象　市内在住のおおむね
　　　　　50～ 70歳
定　　員　15名　　先着順
募集期間　11月 20日（金）まで　
　　　　　※定員になり次第締切り

　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。

陽光台小で 陽光台小で 福祉体験福祉体験

▲アイマスクを体験中

健健
すこす こ

やかやか和和
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教教
きょうしつきょうしつ

室室 参加者募集！参加者募集！

プラチナ世代地域参加事業プラチナ世代地域参加事業

役立つ！年末大掃除のススメ役立つ！年末大掃除のススメ

第 2回  第 2 回  きらくやまきらくやま新春カラオケ大会新春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！

きらくやまにきらくやまに
赤ちゃんの駅赤ちゃんの駅ができましたができました

日　　時 H28 年１月30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（火）～12月11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。問合せ先

世代ふれあいの館　☎ 57- 1770

ふくし便利帳作成のためのふくし便利帳作成のための
協力をお願いします協力をお願いします

◀手話歌に熱中する小学生

参加者募集
！

申込み　57 － 0123

問合せ　57 － 0203

事 業 所 様 へ

　家族の介護や在宅での介護で悩んでいる方や「認知症って何？」
「介護保険はどう使えばいいの？」「どこに相談すればいいの？」
と思っている方いませんか。健やか和教室は講話と体験を通して
介護について学ぶ全 3回コースの教室です。
　6月に開催した教室に参加した方から、「介護保険サービスに
ついて知らないことが多かったのでよくわかった」「介護は無縁
だと思っていたけど、自分が高齢になって年のとり方を考えさせ
られた」「ひとりで考えてないで、周りに相談できる場があると
わかり安心できた」などの声を頂きました。介護に関心のある方、
皆さんと一緒に勉強してみませんか。お気軽にご参加ください。

日　　時　 11月17日（火）　12月1日（火）　12月15日（火）　　　
全３回コース　毎回13：30 ～15：30

場　　所　保健福祉センター　　
対　　象　市内在住・在勤・在学の方
内　　容　 高齢者の身体と脳の変化についての講話・高齢者疑似体験、

福祉用具体験・介護保険について・家族介護体験の話　など
参 加 費　無料
申込期間　11月 10日（火）まで


