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平成 28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」

れっ
つ

れっ
つ

社協だより

・匿名寄付金 ２名　計 11,000 円　　　　　　　・匿名物品　紙おむつ

■ 賃　金
　時給840円（通勤手当別途支給）
■ 試験日
　 平成28年９月16日（金）（面接試験）
■ 申込期間
　 ９月 12日（月）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、履歴書（指定
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

　７月 30日、本会の誕生 10周年を記念して、「あ
そびうたコンサート」を開催しました。会場となっ
たきらくやま世代ふれあいの館には、子育て中の親
子など 330 人が集合！ラーメン体操で全国の子ど
もたちから大人気の“あきらちゃん＆コロッケくん”
のパフォーマンスに子どもたちは大興奮。歌ったり
踊ったり、親子で楽しいひとときを過ごしました。

社協会費・共同募金の財源で行っています

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 10月12日（水）
支　所   9月14日（水）

本　所 9月   6日（火） 9月 20日（火）10月  4 日（火）10月18日（火）
支　所 9月 13日（火） 9月 27日（火）10月11日（火）10月25日（火）

社協会費・共同募金の財源で行っています

赤い羽根共同募金
１０月１日より

スタート！
１０月１日より

スタート！

■ 募集人員及び内容
　①１名：一般事務（本所勤務）　②１名：一般事務（支所勤務）
■ 応募資格及び必要な経験等
　普通自動車免許を取得している方・年齢不問
■ 雇用期間
　①平成28年11月１日～平成29年３月31日
　②平成28年10月１日～平成29年３月31日
■ 勤務日
　①週５日　②週３日　　※土・日・祝日出勤もあります
■ 勤務時間
　午前８時30分～午後５時15分
■ 勤務場所
　①本所：きらくやまふれあいの丘すこやか福祉館（神生530）
　②支所：ボランティア市民活動センター
　　　　　（古川1015　保健福祉センター内）

臨時職員募集のご案内臨時職員募集のご案内

つくばみらい市社協誕生10周年記念イベントつくばみらい市社協誕生10周年記念イベント

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、皆さまおひとりおひとりの温かいご協力をお願いいたします。

 親子
で親子で
““あそびうたあそびうたコンサートコンサート””　社協で運営している善意銀行には、市民の皆様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、平成 27 年度の寄附金額は 979,896 円にも上り
ました。お預かりしました善意の寄附金は、児童生徒の登下校の安全を確保す
るスクールガード活動のジャンパー購入や、市内で活動するボランティア団体
等の活動資金として活用しております。
　また、キリングループ労働組合協議会様より寄贈いただきましたカラーレー
ザープリンターは、地域活動支援センター「ひまわり園」をはじめ、子育て支
援室などで幅広く活用させていただいております。
　お寄せいただきましたご芳志に深く感謝申し上げます。

　６月 29 日、新任理事（16 名）
による理事会が開催され、会長、
副会長が選任されました。任期は、
平成 28 年６月 29 日から平成 30
年６月 28日までとなります。

会　長　片庭 正雄
　　　　（つくばみらい市長）

副会長　宮島 孝明
　　　　（伊奈地区民生委員代表）

　　　　浅野 光一
　　　　（区長会代表）

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…会長・副会長が会長・副会長が
選任されました選任されました

▲スクールガード活動中のボランティア ▲レーザープリンターは各種事業で活躍

▲ラーメン体操を元気に踊る子どもたち

▲抽選会の景品を贈呈する片庭会長

▲あきらちゃん＆コロッケくんと共演したよ



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。 

社社協協ままつつりり
つくばみらい市社協誕生10周年記念事業つくばみらい市社協誕生10周年記念事業 10 月 15 日（土）10 月 15 日（土）

10 : 0 0 ～ 15 : 0 01 0 : 0 0 ～ 15 : 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

32

　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、子育ての応援をしてくださ
る方を募っています。子供たちとの接し方や、保育の現
状、問題点などを学び、子育てボランティアとしてご活
躍いただき、子育て中のママやかわいい
子供たちと楽しい時間を過ごしましょう。
日　　時　第１回　9月20日（火）
　　　　　第２回　9月21日（水）
（全2回のコースになります。各回10：00～ 12：00）
場　　所　第１回　谷和原第二保育所
　　　　（人数により保健センターに移動の場合あり）
　　　　　第２回　保健福祉センター 
対 象 者　市内在住の方
参 加 費　無料
主　　催　社会福祉協議会・市生涯学習課
募集期間　9月9日（金）※定員になり次第締め切ります。
申 込 み　TEL : 57－ 0123

　団塊の世代が 75歳以上となる 2025年には認知症
の方やその予備軍が 700 万人にもなるといわれてい
ます。認知症はひとごとではありません。

　地域包括支援センターでは、「自分のことは自分たちで考える」、「認知症の症状が出る前に自分の意思表示をする」ために、
皆さんと一緒に「終活」について考えます。認知症や介護、終活が気になる方のご参加をお待ちしております。
内　容　第 1回　9/21（水）　エンディングノートを書いてみよう！・相続について
　　　　第 2回 10/19（水）　遺言・相続（家族信託）・任意後見制度について　※「権利擁護研修会」と同時開催です。
　　　　第 3回 11/16（水）　エンディングノートを見直す・事例紹介
　　　　（毎回 13：30～ 15：30　　※内容は一部変更になることがあります。）
講　師　税理士・行政書士　和田　政彦先生
場　所　市役所伊奈庁舎　2階会議室 1・2　 　募集人数　30名　 ※原則 3回参加できる方
参加費　エンディングノート代　100 円程度　　締 切 り　9月 16日（金）まで　　申込み　TEL : 57 － 0203

　昨年に続き権利擁護研修会を開催いたします。今年は、
税理士の先生から成年後見の中でも任意後見についてや、
家族信託、遺言、相続について、お話をしていただきます。
成年後見制度は、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
の制度です。

　・ 将来自分の意思が伝えられない状態になっても望む生活
　　がしたい。将来に備えたい。
　・障がいのある子を持つ親であるが、この先が不安。
　・子がいない、独居であることへの不安。
　・遺言や相続について、具体的に知りたい…など
　この機会に是非、専門の先生に聞いてみませんか？
　●開催日時　10 月 19 日（水）　13：30～ 15：30
　●会　　場　市役所伊奈庁舎　２階会議室１・２

＊地域包括支援センター権利擁護研修会地域包括支援センター権利擁護研修会＊開催のお知らせ開催のお知らせ

　75歳以上の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  ①  ９月 23 日（金）（昼食予定）
 ② 10 月 19 日（水）
行 き 先  ① 市内　ヨークベニマルほか
　　 ② 守谷市　ジョイフル本田・ジャパ

ンミート
買物時間 ① 10 時から 14時（昼食込）
 ② 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 TEL：25 － 2101

参加者
募集！

上 と 暮 び高齢者世帯 方

買物ぶらり旅

災害ボランティア登録制度が災害ボランティア登録制度が
始まります。登録お願いします！始まります。登録お願いします！
　社協では、近年、多発している地震などの災害に備え、
事前にボランティアとして登録いただくことで災害時
に迅速に対応できるような体制を作ります。災害発生
時に設置する災害ボランティアセンターのお手伝いや
避難所の運営などが主な活動になりますが、他県での
復興支援活動も視野に入れています。是非、皆様のご
登録をお待ちしております。
活動内容
  ・災害ボランティアセンターの運営補助
  ・避難所での炊き出しや支援物資の仕分け
  ・瓦礫の撤去などの敷地や家屋の復旧作業
  ・避難者の病院などへの送迎
  ・市内被災箇所の状況確認  ・被災者のニーズ調査
  ・被災者に対する傾聴活動  ・近隣被災地での支援活動
活動保険　有（当会で負担します）
申 込 み　TEL : 25－ 2101　

こども大好き！子育て応援隊こども大好き！子育て応援隊

第4回

グランドピアノを弾いてみませんか？グランドピアノを弾いてみませんか？
　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
でいただくとともに、気軽にグランドピアノに触れる機会を設けます。
日時　９月 22日（木）　10月１日（土）
　　　午前９時から午後５時まで（１時間単位での貸出です。）
場所　きらくやまふれあいの丘世代ふれあいの館ホール
対象　ピアノが弾ける方・興味のある方、ピアノの自主練習に使用したい方
利用料金　高校生以下の方　１時間 /1,000 円（中学生以下は保護者同伴）
　　　　　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　各開放日の１週間前までにお申し込みください。
申 込 先　世代ふれあいの館　TEL：57－ 1770

社協会費・共同募金の財源で行っています プラチナ世代地域参加事業

　プラチナ世代対象のアロマ講座を開催します。アロマ
を使用し、日頃、感じているストレスの軽減や健康維持
にどれだけ効果をもたらすのか実践を交え楽しく学びま
しょう。習得した知識で生活の幅を広げ、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　第1回　　10月  6 日（木）
　　　　　第2回　　10月14日（金）
　（全 2回のコースになります。各回10：00 ～12：00）
会　　場　保健福祉センター　懇談室
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　1,000円（2回分の材料費等）
募集期間　9月23日（金）まで  ※定員になり次第締切ります。
申 込 み　TEL : 25－ 2101

心にも身体にも良いアロマ教室心にも身体にも良いアロマ教室

社協会費・共同募金の財源で行っています

社協会費・共同募金の財源で行っています

プラチナ世代地域参加事業

　プラチナ世代対象の料理教室です。身近なものを
使って、普段より豪華なメニューに挑戦してみましょ
う。明るく楽しい雰囲気の講座の中で、おいしいと喜
んでもらえる料理が満載。料理を通じて、新しいコミュ
ニティーを作り、地域を盛り上げましょう。男性・女
性を問わず大募集します。
日　　時　第1回　　10月18日（火）
　　　　　第2回　　10月25日（火）
　　　　　第3回　　11月  2日（水）
　　　　　第4回　　11月17日（木）
　（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　9月30日（金）まで　※定員になり次第締切ります。
申 込 み　TEL : 25－ 2101

美味しい！ 楽しい！ 料理教室美味しい！ 楽しい！ 料理教室
社協会費・共同募金の財源で行っています

Let's 終活Let's 終活！！
～「自分のこれから」について考えよう～～「自分のこれから」について考えよう～

　「社協まつり」は、子どもから大人まで楽しんでいただけるよう福祉体験コーナー・ゲームコーナー・
昔遊びコーナーを設けます。また、野外ステージショー・大ビンゴ大会なども行い、盛りだくさんの
内容となっております。その他にも、福祉団体や飲食関係の模擬店が多数出店しますので、皆さんの
ご来場をお待ちしております。

　　　まつり当日、すこやか福祉館は午後５時まで
　　休館となります。午後５時以降は平常どおり運
　　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。 無  料  バ  ス  運  行  表


