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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　　
地域包括支援センター　〒300-2395　茨城県つくばみらい市福田195　市役所 伊奈庁舎内　☎ 0297-57-0203

〈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 28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」

れっ
つ

れっ
つ

社協だより

・からおけハッピーソング　39,889 円　・グリーンリーフ　9,300 円　・匿名寄付金 3名　23,000 円

桜まつり！桜まつり！

問合せ
世代ふれあいの館　☎ 57- 1770

　４月２日から 10日までの９日間、きらくやまふれあいの丘で『第３
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、巨大ダンボール迷路やポニーの乗馬体験
など笑顔で楽しむ風景がたくさん見られ、野外ステージでのビンゴ大会
やガマの油売り口上・勘新太鼓等のステージ披露も盛り上がりました。
　期間中、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！！
社協会費・共同募金の財源で行っています

　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。

家 族 介 護 用 品 助 成 事 業家 族 介 護 用 品 助 成 事 業随時受付

　在宅で寝たきりや認知症の高齢者などを介護する家族の方に、紙おむつや尿とりパット
などの介護用品を購入するための助成券を支給します。

申請窓口　 市役所伊奈庁舎内「介護福祉課」、すこやか福祉館内「社会福祉協議会本所」、
　　　　　保健福祉センター内「社会福祉協議会支所」にて随時受付（毎月15日締切）
交　　付　７月以降随時交付
利用方法　助成券交付後、指定の薬局店等で介護用品への引き換えができます。
対 象 者　　 ① 市内に住所を有し、市民税非課税世帯に属する満 65歳以上で要介護４または要介護５と認定されてい

る方を在宅で介護している家族。
　　　　　　② 市内に住所を有し、市民税非課税世帯に属する寝たきりや認知症または満 20 歳以上の重度障がい者を

在宅で介護している家族。
　※ただし、交付時に入院中・入所中の方は対象外となります。

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 6月15日（水）
支　所 5月18日（水）

本　所 5月 10日（火） 5月 24日（火） 6月   7日（火） 6月 21日（火）
支　所 5月 17日（火） 5月 31日（火） 6月14日（火） 6月28日（火）

共同募金・社協会費の財源で行っています

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 20 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。

７ 問合せ
   　ボランティア市民活動センター　
   　TEL 25-2101

花見を楽しむ皆さん桜に囲まれて運動あそびをする親子

ビンゴ大会で賞品を贈呈する片庭会長

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 !

日　　時 ５月 14 日（土）　６月４日（土）　６月 12日（日）　9時～ 17時（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
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。
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。

　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。

きらくやまきらくやま

・社会福祉協議会　　57-0123
・市役所介護福祉課　58-2111（内線 1174）問合せ

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
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地域福祉事業
○ 社協まつり、桜まつり、あかちゃんフェスタ、　　　　　
あそびうたコンサートの開催

○障がい児親子料理教室
○学習支援事業（みらい教室）

相談・援助事業
○法律相談、心配ごと相談所の運営
○住環境クリーン事業

広報啓発事業
○広報事業（社協だより発行、ホームページ運営）
○社協会員増強運動、赤い羽根共同募金運動

ボランティア促進事業
○小・中学生ワークキャンプ、出前福祉教室
○講座の開催
　（手話講座、要約筆記講座、傾聴ボランティア講座など）
○プラチナ世代地域参加事業
○防犯散歩ボランティア（スクールガード）

高齢者福祉事業
○ひとりぐらし高齢者配食サービス、会食サービス
○ふれあいいきいきサロン
○お達者クラブ、買い物支援事業
○生きがい活動支援通所事業
○車いす、リフト車貸出事業

歳末たすけあい事業
○サンタが街にやってくる事業
○ひとりぐらし高齢者おせち弁当配布事業

受託事業
○地域包括支援センター事業
○ファミリーサポートセンター運営
○きらくやま子育て支援室運営
○地域活動支援センター運営（ひまわり園、さくら園）
○福祉移送サービス、理髪サービス
○介護用品支給、ふれあい定期便
○障がい者理解促進事業、福祉団体支援事業
○すこやか福祉館管理運営
○世代ふれあいの館管理運営 　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　①５月 20日（金）　 ②６月 22日（水）
行 き 先　 ①つくばみらい市・守谷市　みらいっ娘・ヨー

クタウン守谷　②取手市　ケーズ電気・ヤオコー
買物時間　10時～ 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

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

参加者募集
！

〈一般会計予算〉
法人運営事業 36,947 千円
日常生活自立支援事業 4,669 千円
退職手当積立事業 26,060 千円
地域コミュニティ事業 3,950 千円
ボランティア育成事業 815 千円
生活支援事業 1,775 千円
高齢者支援事業 4,361 千円
広報啓発事業 1,723 千円
歳末助け合い事業 482 千円
善意銀行運営事業 2,196 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 53 千円
地域活動支援センターひまわり園運営事業 22,475 千円
地域活動支援センターさくら園運営事業 11,520 千円
理解促進等地域支援事業 1,246 千円
すこやか福祉館管理運営事業 66,370 千円
世代ふれあいの館管理運営事業 34,899 千円
地域ケアシステム推進事業 6,272 千円
有料在宅福祉サービス事業 3,424 千円
ファミリーサポートセンター事業 2,693 千円
地域子育て支援拠点事業 4,340 千円
ふれあい定期便事業 11,543 千円
介護用品支給事業 3,715 千円
理髪サービス事業 1,154 千円
福祉移送サービス事業 3,680 千円
福祉団体支援事業 2,523 千円
地域包括支援センター事業 52,287 千円

一般会計収入支出予算　　３１１，７７２千円　　

　皆さまから協力いただいた社協会費や赤い羽根共同募金の配分金をもとに各福祉事業をすすめていき
ます。紙面の都合上、主な事業のみ紹介します。詳細についてはホームページにてご覧いただけます。

こわれたこわれた“おもちゃ”“おもちゃ”無料で直します！無料で直します！

直したいおもちゃを直接会場までお持ちください。

①毎月第１・第３土曜日………保健福祉センター
②毎月第２金曜日………きらくやますこやか福祉館
③毎月第１月曜日………谷和原第２保育所
受付時間は、いずれも９時 30分～ 11時 30分

不要になったおもちゃは有効活用しますので　　　　　
お持ちください。壊れていてもかまいません。

● 問合せ　おもちゃ病院ピノキオ
　（ホームページも同名で検索できます）

平成 28 年度の事業計画と予算

普通食・透析食・カロリー調整食・腎臓食・ムース食にも対応可能！！

　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 16日（木）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　5月 27日（金）まで

遠藤（えんどう）090 ─ 2635 ─ 8154申込み

地域包括支援センターが移転します地域包括支援センターが移転します
　5月 2日（月）より、「きらくやまふれあいの丘すこやか福
祉館」から「市役所伊奈庁舎１階」に移転します。

電話：0297-57-0203（直通）、または0297-58-2111（市役所・代）

　地域包括支援センターは、高齢者の皆さまが住み慣れた地
域で安心して暮らしていただけるように、介護・福祉・生活
に関することなどの相談をお受けする市から委託を受けた公
的相談窓口です。
　また、市内には地区ごとに 4箇所の相談窓口があり、65歳
以上のひとり暮らしの方や高齢者世帯等の訪問や相談をさせ
ていただいておりますので、よろしくお願いいたします。

【小張・板橋・東地区】　　　　　地域包括支援センター
【豊・谷井田・三島地区】　　　　ブランチいなの里
【谷原・小絹地区】　　　　　　　ブランチぬくもり荘
【十和・福岡・みらい平地区】　　ブランチ雅荘

社協会費・共同募金の財源で行っています

　手話に興味がある方、聴覚障がい者の方たちと共
に楽しくふれあいながら、手話を学んでみません
か。手話が全くできなくても大丈夫です。初めて手
話を学ぶ方のために「伝わる手話表現とは何か」を、
分かりやすく丁寧にお教えします。同時に、音楽に
合わせて体を動かしながら手話を表現する手話パ
フォーマンスも体験できます。

日　時　 ６月 13 日～翌年３月 27 日までの月曜日
（毎月２回）

　　　　全 20回、　毎回午後１時～３時
会　場　保健福祉センター
講　師　 菊地　洋佳（市内在住、手話講師歴 15年）

受講生の立場に立ち分かりやすく丁寧に、
楽しく指導いたします。

対象者　 市内在住・在勤の方。初めての方、経験者
不問。お子様連れの方もＯＫです。

定　員　30名（先着順）
受講料　無料（テキスト代は希望者のみ実費）
締切日　５月 20日（金）まで

　お年寄りや子どもたちの話に耳を傾ける「聴く技術と心」
を習得する講座です。人の話を聴くことの大切さを学びな
がら、楽しい時間をすごしませんか。気持ちにゆとりがで
き、自分の成長にも繋がる充実した時間がすごせます。人
とコミュニケーションを取ることが好きな方、人との関わ
りを大切にする方にピッタリの講座です。男性・女性を問
わず募集します。

日　時　6月  1 日（水）
　　　　6月  6 日（月）
　　　　6月  9 日（木）
　　　　6月 14日（火）
　　　　全 4回のコース
　　　　各回 10 時～ 15時
　　　　　（昼食休憩あり）
会　場　保健福祉センター

対　象　市内在住の方
定　員　30名　先着順
参加費　無料
持ち物　筆記用具・昼食・
　　　　飲み物
募集期間
　5月 20日（金）まで
　※定員になり次第締切り

『人に寄り添う聴き方を『人に寄り添う聴き方を
体験してみませんか』体験してみませんか』

手話手話とと手話パフォーマンス手話パフォーマンスをを
学んでみよう学んでみよう

問合せ　２５－２１０１

問合せ　２５－２１０１

　ファミリーサポートセンターの事務所が 4月
1日より、「きらくやまふれあいの丘すこやか福
祉館」内に移転しました。
　また、センター援助も開始しました。センター
援助とは、すこやか福祉館内にある専用の部屋
でお子さんをお預かりする託児型援助です。
　お問い合わせ、ご依頼等は下記までお願いい
たします。

住所：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

 TEL：５７－０１２３

ファミリーサポートファミリーサポート
センターよよりりお知らせお知らせ

傾聴ボランティア
養成講座

セ

社協会費・共同募金の財源で行っています


