
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 2月15日（水）
支　所 1月18日（水）

本　所 1月10日（火） 1月24日（火） 2月  7日（火） 2月21日（火）
支　所 1月17日（火） 1月31日（火） 2月14日（火） 2月28日（火）

社協会費・共同募金の財源で行っています
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社協だより

●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　Ｈ　Ｐ http://www.tm-shakyo.jp　　メール mail@tm-shakyo.jp
●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　FAX 0297-58-5811

〈編集・発行〉　　社会福祉法人　つくばみらい市社会福祉協議会

   

すこやか福祉館にすこやか福祉館に『『塩原温泉の湯塩原温泉の湯』』が届きます！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入れます。
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　　平成 29 年１月 15 日（日） ・３月 12 日（日）
　　　　　　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　　ＴＥＬ　57 － 0123

募集人員　３名
募集職種　① 2名：子育て支援業務（有資格者）　② 1名：子育て支援業務（無資格者）　
受験資格　普通自動車免許を取得している方・年齢不問　①は保育士免許もしくは幼稚園教諭有資格者・年齢不問
雇用期間　平成 29年４月１日～平成 29年９月 30日
勤務日数　①②→週３日から週 5日（原則火曜日から土曜日及び祝日）
勤務時間　①②→午前９時 30分～午後４時 30分　
勤務場所　①②→きらくやまふれあいの丘（すこやか福祉館内）　
賃　　金　①→時給 1,200 円（通勤手当別途支給）　②→時給 840円（通勤手当別途支給）
試 験 日　平成 29年 2月6日（月）※面接試験
申込期間　平成 29年１月6日（金）～平成 29年１月 26日（木）
ホームページ（http://www.tm-shakyo.jp）をご覧ください。※詳細につきましては社会福祉協議会までお問い合わせ願います。
問 合 せ　ＴＥＬ 0297 － 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。

大好評！！

募集人員　３名
募集職種　①主任介護支援専門員又は介護支援専門員（地域包括支援センター）  1名　②保健師　1名　③一般事務員　1名
受験資格　①及び②　年齢不問
　　　　　※ 但し、社会福祉法人つくばみらい市社会福祉協議会職員就業規程第19条１項により、職員の定年は満60歳となります。
　　　　　③昭和 61年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による高校・短大・大学程度以上の学力を有する人
　　　　　※例外事由：長期勤続によるキャリア形成を図るための若年者等の募集（３号のイ）
試験方法　・一次試験　平成 29年２月  ５日（日）　筆記試験　作文試験 
　　　　　・二次試験　平成 29年２月 19日（日）　面接試験　体力検査
申込期間　平成 29年 1月 6日（金）～平成 29年 1月 26日（木）
採用予定日　平成 29年４月
ホームページ（http://www.tm-shakyo.jp）をご覧ください。※詳細につきましては社会福祉協議会までお問い合わせ願います。
問 合 せ　ＴＥＬ 0297 － 57－ 0123　担当：赤津

つくばみらい市社会福祉協議会では、平成 29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

▲伊奈東中学校吹奏楽部の皆さん

新春のごあいさつ
　新年明けましておめでとうございます。
　市民の皆さまには、健やかに新年をお迎えになられたこととお喜び
申し上げます。また、日頃から、社会福祉協議会に対しまして、あた
たかいご支援とご協力をいただいておりますことに心から感謝申し上
げます。
　近年、社会福祉を取り巻く環境は大きく変化し、高齢者や障がい者、
児童等に対する福祉課題は多種・多様化しており様々な取り組みが求
められております。
　そのような中、本会では平成 26年度より児童福祉の推進を重点事

業と位置づけ、親子と交流及び相談援助などの充実を目的に子育て支援室「きらくやまこどもひろば」
を開設しました。また、子育て世代が安心して働き、仕事と育児を両立できる環境の整備と地域の子
育て力を高めるためファミリーサポートセンターの拡充を図り、昨年 4月より託児型援助サービスも
開始したところです。さらに、今年 4月からは現在の伊奈第３保育所を、市と本会による公私連携方
式により新たに「ふれあい第１保育園」としてスタートする運びとなりました。本会が保育事業をお
こなう意義は、これまで培ってきた福祉事業の実績から広い視野をもち、地域との結び付きを重視し、
皆様に愛される保育園運営を行うことと認識しております。
　今年の干支は酉年です。新たな事業を実施するにあたり、大きな羽で羽ばたき飛び
立てるような飛躍の年にしたいと願っております。市民の皆さまにおかれましては、
これまで以上にあたたかいご支援と地域福祉推進にご協力をお願い申し上げます。
　結びに市民の皆さまのご健勝とご多幸を心からご祈念いたしまして新春のご挨拶と
いたします。

平成 28 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

・伊奈東中学校吹奏楽部　81,610 円　
・つくばみらい市文化協会舞踊部　52,000 円
・糸賀孝之　50,000 円

・つくばみらい市ソフトボール連盟　24,500 円
・ステンドグラスラベンダー会　7,700 円　・ビーズアクセサリー工房　5,000 円
・３Ｄアートクラブ　1,200 円　・匿名寄付金２名　計 30,000 円　
・茨城県退職公務員連盟つくば支部　タオル100 本他　・歩行補助器　匿名

ありがとう
ございました

▲茨城県退職公務員連盟つくば支部

社会福祉協議会
会 長　片庭 正雄
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　社協会費の実績報告につきましては、本
紙 11 月号において紹介しておりますが、
新たに協力いただいた事業所をここに報告
いたします。ありがとうございました。

（順不同・敬称略） 

・オートボーイＪ’Ｓ

・（株）新みらい

　私たち地域包括支援
センターは、高齢者の
相談窓口です。介護だ

けでなく、生活、福祉、健康、医療などに関する相談を、お電話や市
役所窓口でお受けしています。相談を受けた内容については、第三者
にお話することはありません。お
気軽にご連絡してください。

《問合せ》
　ＴＥＬ　57－ 0203
　市役所伊奈庁舎 1階
　　　　地域包括支援センター

社会福祉協議会
会員会費報告

　10月15日（土）きらくやまふれあいの丘に
おいて、「第４回社協まつり」を開催しました。
　毎回、社協まつりを盛大に盛り上げてくださ
るボランティアの皆様や各福祉関係団体の皆
様、子ども会の皆様、民生委員の皆様などの
ご活躍により約 4000 名を超える来場者があり
ました。
　社協まつりでは、こどもスタンプラリー、福
祉スタンプラリーや各種模擬店のほか、野外ス
テージでの大ビンゴ大会も行われ、来場の皆さ
んも楽しい一日を過ごされたことと思います。
　また、募金活動をしていただいたガールスカ
ウトをはじめ、たくさんの皆様にご協力いただ
きありがとうございました。募金は、赤い羽根
共同募金に繰り入れ地域福祉のために活用さ
せていただきます。

　10月 28 日、第 66 回茨城県社会福祉大会が県民文化センターで開催され、つくばみらい市の各福祉分野
で活躍されている大勢の方が表彰されました。当日は、県内から多くの方が出席し満席の中、エッセイスト
安藤和津氏による介護体験「快適に暮らすために」と題した記念講演、続いて式典と盛大な催しとなりました。
　当市で多年にわたり社会福祉の発展に功績があり受賞された方々をご紹介いたします。受賞された皆さま
おめでとうございます。

☆県知事表彰
＜ボランティア団体等＞
・あおぞら　・食楽　・シルバーリハビリ体操指導士の会　・つくばみらい市民生委員児童委員連合協議会
＜施設職員＞
・ぬくもり荘　坂本益美　・ぬくもり荘　松嶋かんな

☆県社会福祉協議会会長表彰
＜ボランティア団体＞
・オカリナサークルアンダンテ　・木楽工房
・ギターアンサンブルなごみ
・グリーンリーフ　・楽しいハーモニカ
・同好会天の舞　・ひばり会　・ゆりの会
・要約筆記の会　・よつばアンサンブル
＜施設職員＞
・ぬくもり荘　渡辺洋子

☆県共同募金会長表彰
＜共同募金運動奉仕団体＞
・つくばみらい市民生委員児童委員連合協議会
＜永年優良奉仕団体＞
・つくばみらい市民生委員児童委員連合協議会

茨城県社会福祉大会で表彰される茨城県社会福祉大会で表彰される
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　お達者クラブ事業に協力していただけるボラ
ンティアさんを募集しています。公用車を使っ
て、高齢者の送り迎えを行います。

内 　 容 　 月２回、社協の公用車を利用して
高齢者のお宅ときらくやまの間を
送迎する活動です。時間は、午前
９時頃から正午頃までです。

送迎ボランティア募集送迎ボランティア募集

　75歳以上ひとり暮らし及び高齢者世帯で
買い物に行くことが困難な方を対象に、送
迎付きの買い物ツアーを開催します。
実 施 日  ① 1 月 25 日（水）
 ② 2 月 24 日（金）
行 き 先  ① 常総市　カワチ薬品・ファ

インズマスダ
 ②取手市　ミスターマックス
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 ①・②ともに 10名程度
申込期間 ①１月10 日（火）～13 日（金）
 ②２月  7 日（火）～10 日（金）

参加者
募集！ 買物ぶらり旅

社協会費・共同募金の財源で行っています

「高齢者はつらつ百人委員会」委員募集「高齢者はつらつ百人委員会」委員募集
　茨城県社会福祉協議会では、高齢者はつらつ百人委員を募集し
ています。県内５地域に、それぞれおおむね100名の委員会を設
置し、高齢者自ら、健康・生きがいづくりに関する様々な事業を
企画・実施します。
対 　 象 　 県内在住のおおむね60歳以上で、委員会の活動に

出席できる方（条件あり）
任 　 期 　平成29年４月～平成31年３月
締 切 り 　２／28（火） （募集定員に達し次第、締め切り）
問 合 せ 　茨城わくわくセンター（県社会福祉協議会内）
　　　　　　　ＴＥＬ ０２９（２４３）８９８９
　 　 　 　茨城県長寿福祉課
　　　　　　　ＴＥＬ ０２９（３０１）３３２６ 問合せ ☎57 － 1770

申込み ☎25－ 2101
平成29

年度

大盛況！大盛況！ 社 協 ま つ り

▲ミニ丸太切りに挑戦中！ ▲各コーナーとも大賑わい

▲フェイスペイントも人気

▲受賞された皆さま

▲毎年恒例の大ビンゴ大会

入居対象：60歳以上　　（老人ホーム待機者も入居可能！）

 残り4部屋 限定！

プラチナ世代地域参加事業

　プラチナ世代対象のヨガ教室を開催します。幸せな人生を送るためには
健康が不可欠です。どなたでも簡単に始めることができ、無理なく続ける
ことができるヨガを学ぶことができます。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　　2月  6日（月）
　　　　　第2回　　2月20日（月）
　（全2回のコースになります。各回 13：30 ～ 15：00）
会　　場　保健福祉センター　機能回復訓練室
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　無料
募集期間　1月27日（金）まで　※定員になり次第締切ります。

始めやすく、続けやすい！いきいきヨガ教室始めやすく、続けやすい！いきいきヨガ教室
社協会費・共同募金の財源で行っています

地域包括支援センターの車に地域包括支援センターの車に
ステッカーを貼りました！ステッカーを貼りました！

申込み ☎25－ 2101

0）

ります

（順不同・敬称略）


