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すこやか福祉館に「塩原温泉のお湯」が届きます！すこやか福祉館に「塩原温泉のお湯」が届きます！
　きらくやまふれあいの丘「すこやか福祉館」のお風呂に塩原温泉のお湯をタンクローリーで運びます。本物の温
泉に浸かり、日ごろの疲れを癒していただきたいと思います。たくさんの方々のご利用をお待ちしております。

　実施日　　１月１７日（日） ・３月２１日（月）
　　　　　　午前１０時から午後８時４５分
　　　　　　※入浴受付は午後８時１５分まで
　問合せ　　５７－０１２３

大好評！！大好評！！

んの方々のご利ご利用を用をお待ちしてお

　新年あけましておめでとうございます。　新年あけましておめでとうございます。
　皆様には、希望に満ちた新春をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。　皆様には、希望に満ちた新春をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。
　今春には、つくばみらい市社会福祉協議会設立１０周年の節目を迎えようとして　今春には、つくばみらい市社会福祉協議会設立１０周年の節目を迎えようとして
おります。今日まで皆様方の暖かいご支援・ご協力をいただきながら地域福祉活動おります。今日まで皆様方の暖かいご支援・ご協力をいただきながら地域福祉活動
を中心とした福祉サービスの適切な運営と質の向上に努めてまいりました。衷心よを中心とした福祉サービスの適切な運営と質の向上に努めてまいりました。衷心よ
り感謝致しているところでございます。り感謝致しているところでございます。
　さて、ご承知のとおり昨年9月には関東・東北豪雨災害に見舞われ、社会福祉協　さて、ご承知のとおり昨年9月には関東・東北豪雨災害に見舞われ、社会福祉協
議会では、すこやか福祉館に設置された避難所運営の一端を担いました。その際に議会では、すこやか福祉館に設置された避難所運営の一端を担いました。その際に
は多くのボランティアさんのご協力により迅速かつ適切な運営と共に、住民の皆様は多くのボランティアさんのご協力により迅速かつ適切な運営と共に、住民の皆様
からは物品や多大なるご厚志を賜り被災された方々への支援に繋げることが出来まからは物品や多大なるご厚志を賜り被災された方々への支援に繋げることが出来ま

した。このような災害を経験し改めて「絆」の深さを実感することができました。した。このような災害を経験し改めて「絆」の深さを実感することができました。
　しかしながら、近年、地域社会では少子高齢化や核家族の進展により住民同士のつながりが希薄化していると　しかしながら、近年、地域社会では少子高齢化や核家族の進展により住民同士のつながりが希薄化していると
言われています。本市においても例外ではなく、地域では認知症高齢者や一人暮らし高齢者世帯が増加している言われています。本市においても例外ではなく、地域では認知症高齢者や一人暮らし高齢者世帯が増加している
と共に、障がいを抱えられている方等、要支援者に対する関わりが課題となっております。　と共に、障がいを抱えられている方等、要支援者に対する関わりが課題となっております。　
　当協議会では地域福祉活動計画における「地域での絆を育み　誰もが安心して暮らせるまち　当協議会では地域福祉活動計画における「地域での絆を育み　誰もが安心して暮らせるまち
づくり」を目標に各種事業に取り組んでおります。いざという時に地域力が発揮できるよう、づくり」を目標に各種事業に取り組んでおります。いざという時に地域力が発揮できるよう、
今年度も引き続き市民の皆様方をはじめ市行政並びに関係団体と連携し、更なる地域福祉事業今年度も引き続き市民の皆様方をはじめ市行政並びに関係団体と連携し、更なる地域福祉事業
の強化を図っていく所存でおります。の強化を図っていく所存でおります。
　本年も明るい地域社会実現のため、一層のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げま　本年も明るい地域社会実現のため、一層のご支援・ご協力を賜りますようお願い申し上げま
すとともに、皆様方のご健勝・ご多幸を心からご祈念申し上げまして新年のご挨拶といたします。すとともに、皆様方のご健勝・ご多幸を心からご祈念申し上げまして新年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

社会福祉協議会

会長　片庭 正雄
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　社会福祉協議会の会員増強運動に際しましては，市民の皆さまをはじめ，市内外の各事業所
の皆さまからの多大なるご理解とご協力をいただき誠にありがとうございます。１１月末まで
にご協力をいただきました普通会費，法人会員及び特別会費について報告いたします。
　皆さまからご協力いただきました会費は，市内の高齢者・障がい者・児童等を対象とした福
祉事業の財源として有効に活用させていただいております。今後とも本会へのご支援ご協力を
よろしくお願いいたします。
　なお，会費につきましては，随時受け付けをしておりますので，新たに転入されてきた世帯
の皆さまや本市に事業所を設けられました事業主の皆さまにもご賛同いただければ幸いです。

平成２７年度　社会福祉協議会会員会費実績報告
普通会員会費（世帯）
2,716,450円

法人及び法人特別会員会費
2,048,000円
個人特別会員会費
1,000円

会員会費合計額
4,765,450円

　　ご協力いただいた事業所ご協力いただいた事業所 （順不同・敬称略）
アイクリニック小田眼科 タイヤハウスサイトウ 日蓮宗妙栄寺 ㈲絹西タクシー ㈲ピーシーランド
ありま皮膚科クリニック つくばみらい市歯科医師会 原信田建設㈱ ㈲常総整備 （宗）大楽寺
みらい訪問看護ステーション 取手自動車教習所 ビッグドラック板橋店 ㈲常総プリントサービス いばらきコープ生活協同組合つくばセンター
茨城ゴルフ倶楽部 菜の花 平田家電商会 ㈲鈴木商店　ホットリビング 江戸町運送㈱
オートサービス成島商会 肉の海老原 不動院 ㈲筑志学院 片倉家具店
善空寺 ブルーマロン ベビーヘルシー美蕾 筑志予備校 常総土木工業㈱
立浪部屋 緑クリニック医院 明治牛乳不動尊前宅配センター ㈲寺田建材 筑波化学工業所
田中商店 谷井田医院 四十路 ㈲肉の菊屋 東新油脂㈱筑波工場
貴風会なかざわクリニック 谷井田郵便局長 ㈱アンフィニ ㈲ユニデン 東洋包材㈱
にこあり薬局 ㈱アキタ ㈱笹沼製作所 吉田自動車整備工場 中村食堂
西念寺 ㈱あさの生花店 ㈱サトー運輸 三菱樹脂アグリドリーム㈱ 光プラスト㈱
根本接骨院 ㈱以輪富 ㈱筑波ゴルフコース セキショウホンダ㈱ 福岡運輸㈱：㈱スマイルケア
水海道産業㈱みらい平支店 ㈱丸惣樹脂 ㈱狸穴通信 ㈲大栄企画 福岡堰土地改良区
みらい平クリニック 五洋建設 ㈲桜屋石油 ㈱ケアウインド 三池産業機械㈱筑波工場
みらい平こどもクリニック 谷井田自動車㈲ ㈲筑波モータース 合同会社ケアワーカーズ 水海道地区トラック事業協同組合
吉田医院 ㈱スウィートグリーン ㈲中澤産業 （宗）光明院 ㈲片見設備工業
㈱川上農場 ㈱石橋葬儀社 幸楽苑つくばみらい店 （宗）聖徳寺 横田漬物店
㈲大久保熨斗吉商店 朝日精密ゴム㈱ （宗）禅福寺 （宗）東福寺 ㈱荒井製作所
㈲常陽観光タクシー いなほ工業㈱ 青木電気 イトウガレージ ㈱クボタ
みらい平整形外科クリニック 埜口接骨院 アロマ化研㈱ 岡本医院 ㈱西郡製作所
㈱常陽銀行みらい平支店 浜野商事㈱ 稲葉運送㈱ します屋 ㈲上野製作所
アシックス物流㈱ 常陸自動車㈱ 今川農園 塚本建設工業㈱ ㈲君嶋製作所・ひばり園
地来屋　魚季 ㈱三光精衡所 お茶の石橋園 ツクバサッシ販売㈲ ㈲土戸商店
スマイル接骨院 ㈱常南部品商会 関東モリ工業㈱東関東配送センター 特別養護老人ホームぬくもり荘 ㈲福岡自動車
根本好昭税理士事務所 ㈲飯塚工務店 小菅牛乳販売店 根岸屋 暁飯島工業㈱
紫峰ヶ丘動物病院 伊奈工業㈱ コンビ㈱ 古谷電器 稲吉乳業
㈱筑波銀行みらい平支店 瑞源寺 三建設備工業㈱つくばみらい技術センター 山中自動車整備工場 綜合建物サービス㈱
石丸家具センター ㈱山田組 下平新聞店 ㈲小目橋商事 谷田部印刷㈱
エイコークリーニング ㈲千輪 常磐興業㈱ ㈱飯田造園 ㈱シイナクリーン
㈱コスモソニックツーワン ㈱磯野製作所 白石整形外科クリニック ㈱クラ技術開発 ㈱たんざわ
サカモト洋品店 伊奈クリニック 鈴木本店 ㈱三陽塗装商会 ㈱根本英建築設計事務所
浄円寺 青木不二郎商店 トーソー㈱ ㈱谷原石油 ㈱松村電機製作所
特別養護老人ホームいなの里 飯田薬局 十和運送㈱ ㈲川口商事 ㈲今井電気商会
メグミルク伊奈販売所 伊奈郵便局長 戸塚運送㈱ ㈲千葉製作所 ㈲すざわ書店
㈱赤塚土木興業 永寿院 日産プリンス茨城販売㈱ ㈲ツカダオート谷原 守谷タクシー㈲
㈱斎藤商店 大図整体院 初沢電気工事店 ㈲豊島由守商店 千葉電気管理事務所
㈲サカグチ 鹿島物流㈱つくば支店 花みずき・デイサービス葵・あかねホーム ㈲文倉建設 グラシアス㈱
メグミルク豊体販売所 ファージテックカワベ㈱ グリーン工業㈱ ハリスおじさんの修理工場 ㈱アサヒビジネス
青柳 常総司法書士事務所 ヒタチ緑化㈱ PremiumhairCrowded 松枝印刷㈱
石川税務会計事務所 昭和瀝青㈱ 不二製油㈱ ㈲OHSサービス 他、匿名２件
茨城県信用組合伊奈支店 鈴木加工㈱ ふなやま内科クリニック （宗）華蔵院
茨城みなみ農業協同組合 司化成工業㈱ ヤマキ自動車工業 ㈱飯田商事運輸
うやま治療院 東京発條㈱ 大和陸運倉庫㈱ 坂野鉄工建設㈱
大久保水道工業 東光電気工事㈱ 谷和原治療院 関金属工業
カットハウスポトス 常磐接骨院 ラ・テラス小絹 関製作所
㈱筑波銀行伊奈支店 取手国際ゴルフ倶楽部 ㈱飯島管工 谷原建設㈱
協和メガネ伊奈店 取手倉庫㈲ ㈱ガイアートＴ・Ｋ プラントテック㈱
幸の家 ㈱ナカジマ産業 ㈱常陽銀行谷和原支店 ヘアーサロンヒロ
㈲坂本製畳 中島茶舗 ㈱大都エンタープライズ ㈱ＰＳＳ
㈱常陽銀行伊奈支店 成建工業㈱ ㈱二葉 ㈱直井造園土木
セブンイレブンつくばみらい谷井田店 成島建設㈱ ㈱エヌエープラン ㈲ハタ
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　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
支えあう会員制の有料サービスです。

◎報酬：１時間あたり 700 ～ 900 円
※ 資格は不要です（意欲があって、お子さんが好き
な方なら大歓迎）
事前に会員登録と入会金1,000円が必要となります。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
【問合せ】25-2101

ファミリーサポートセンターファミリーサポートセンター
協力会員大募集！協力会員大募集！

ファミリーサポートセンターファミリーサポートセンター
協力会員大募集！協力会員大募集！

　７５歳以上のひとり暮らしの方や高齢者世帯の方を
対象とした、買い物ツアーを開催します。お家までの
送迎も行います。

実 施 日  ①１月２２日（金）②２月２６日（金）
行 き 先  ①つくばみらい市　ヨークベニマル・ホーマック
　 　 　  ②守谷市　　　　　アクロスモール守谷
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）
募集期間 開催日１０日前まで
募集定員 先着１０名程度
申 込 み  ２５- ２１０１

　きらくやますこやか福祉館内の「子育て支援室」では、１１月に２大イベ
ントを開催しました。
　４０組の親子が集まった
ミニ運動会では、パパ・マ
マと一緒に走ったり踊った
り元気いっぱい体を動かし
ました。やきいも大会では、
地元産のさつまいもを焼き
ました。ほかほかの甘～いお
いもに皆さん大喜びでした。
　ぜひ１月からのイベント
も楽しみにしてください。

　１１月１７日、土浦市民会館において「第６５回茨城県社会福祉大会」
が開催されました。これまで多年にわたり社会福祉の発展に功績のあった
方々が表彰され、つくばみらい市からは下記の皆さまが受賞されました。

　＜県知事表彰＞  　　　＜県社会福祉協議会会長表彰＞
　・社会福祉施設職員　飯野　裕美　　・心配ごと相談員　前田千人子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・心配ごと相談員　相島　　宏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ボランティア団体

第６５回茨城県社会福祉大会第６５回茨城県社会福祉大会

872-70297-38-6500  

▲ほかほかの焼きいもは大好評！▲みんなで頑張った運動会

おもちゃ病院ピノキオ

参加者募集
！

買物ぶらり旅
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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

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 １月13日（水）２月17日（水）
支 所 １月13日（水）２月17日（水）

◎法律相談：午後1時～4時
本 所 １月  ５日（火） １月19 日（火） ２月   ２日（火） ２月 16日（火）
支 所 １月 12日（火） １月26日（火） ２月   ９日（火） ２月23日（火）

平成 27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）

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」

・つくばみらいライオンズクラブ 会長 池田一弘　200,000円
・糸賀孝之　100,000円　・市文化協会舞踊部　66,000円
・伊奈東中学校吹奏楽部　74,161円　・未来企画　36,495円
・市ソフトボールクラブ　17,000円　・手編みA教室　10,000円
・小絹青年会　10,000円　・ラベンダーの会　7,900円
・ＳＤＫ　7,076円　・ビーズアクセサリー工房　5,000円
・匿名寄付金5名　40,530円　・八木下武　蒸気機関車模型

日　　時　　２月１８日（木）午前 10時～ 12時
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２２日（金）まで
申 込 み　　遠藤（えんどう） TEL 090-2635-8154

参加者募集
！

　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　　毎月第３・４・５火曜日　午後３時～６時まで
会　場　　板橋コミュニティセンター　多目的室
内　容　　 太極拳を中心とした体力作り・おしゃべり・

仲間づくり
参加費　　２００円
問合せ　　２５－２１０１

　板橋コミュニティセンターにおいて、太極拳を中心と
したサロンが始まりました。サロンは、地域の高齢者の
方の仲間づくりの場です。興味のある方の参加をお待ち
しています。（申込み不要）

ふれあいいきいきサロン事業

　社会的支援を必要とする人たちに食品提供活動をしているＮＰＯ法人フードバンク茨城では地
域連携活動として「きずなＢＯＸ」を設置しております。
　皆様から寄贈された食品は生活困窮世帯や児童養護施設等の福祉施設に提供されます。
（このような食品が特に必要とされています。）
・缶詰　・お米　・レトルト食品　・インスタント麺　・うどん、そば、パスタ等の乾麺
　その他、いただき物、つい買いすぎてしまったものでご家庭に眠っている食品があればお願い
します
（寄贈いただく食品に関するお願い）
・常温保存可能、未開封で賞味期限が２ヶ月以上残っている食品をお願いします。
・要冷蔵、冷凍品、野菜、果物のような生鮮食品は入れないでください。
設置場所
　・きらくやますこやか福祉館内　・保健福祉センター内

きずなＢＯＸに食品を・・・きずなＢＯＸに食品を・・・

▲設置された「きずなBOX」

▲伊奈東中学校吹奏楽部の皆さん

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）


