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ふれあいネットワーク
つくばみらい市社会福祉協議会

ふれあい第１保育園

開園！

平成 29 年 4 月 5 日「ふれあい第１保育園」において、開園式・入園式を執り行いました。
４月 1 日から旧「伊奈第３保育所」は、つくばみらい市と当会の公私連携により、新たに「ふれあい第１
保育園」として運営を開始しております。当日は、片庭会長の挨拶の後、ご来賓からの祝辞、開園を祝うく
す球の開花、入園される児童呼名では皆元気な声で返事ができました。
当会においては初めての保育園運営ではございますが、地域の方々に愛され・親しまれる保育園を目指し
ていきます。
共同募金・社協会費の財源で行っています。

況！

盛
今年も大

きらくやま桜まつり

４月１日（土）から４月９日（日）の９日間、きらくやまふれ
あいの丘で『第４回きらくやま桜まつり』を開催しました。
今年は、夜桜ライトアップのほかに孟宗竹を使った竹灯篭の幻想
的な灯りも加わり、来場された皆様に感動を提供できたと思います。
子どもコーナーでは、わくわくトレジャーハント（宝探し）や
ダンボール迷路など多くのコーナーで満面の笑顔で楽しむ風景が
見られました。つくばみらい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盛況となり、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。

▲製作コーナーは大人気！
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平 成 29

年度の事業計画と予算

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、ホームページにて御覧いただけます。
地域福祉事業
○社協まつり、桜まつり、あかちゃんフェスタの開催
○障がい児親子料理教室
○学習支援事業（みらい教室）
○貧困対策事業（みらい食堂）※新規
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、視覚・聴覚障がい者支援講座など）
○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）
生活支援事業
○法律相談、心配ごと相談所の運営
○住環境クリーン事業
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
○リフト車、介護用品等貸出事業
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
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
○地域包括支援運営事業
○地域包括支援社会保障事業 ※新規
○生活支援体制整備事業
※新規
○介護支援ポイント事業
※新規
○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
指定管理事業
○すこやか福祉館管理運営
○世代ふれあいの館管理運営
公私連携事業
○ふれあい第１保育園運営
※新規

〈一般会計予算〉
法人運営事業
41,589 千円
日常生活自立支援事業
5,135 千円
退職手当積立事業
18,996 千円
地域コミュニティ事業
4,017 千円
ボランティア育成事業
404 千円
生活支援事業
1,775 千円
高齢者支援事業
4,335 千円
広報啓発事業
1,753 千円
歳末助け合い事業
511 千円
善意銀行運営事業
1,614 千円
小口貸付資金貸付事業
500 千円
生活福祉資金貸付事業
50 千円
地域活動支援センターひまわり園運営事業 20,751 千円
地域活動支援センターさくら園運営事業 11,201 千円
理解促進等地域支援事業
1,241 千円
ふれあい第１保育園事業
72,449 千円
すこやか福祉館管理運営事業
67,823 千円
世代ふれあいの館管理運営事業
35,670 千円
地域ケアシステム推進事業
6,556 千円
有料在宅福祉サービス事業
3,092 千円
ファミリーサポートセンター事業
2,620 千円
地域子育て支援拠点事業
5,761 千円
ふれあい定期便事業
11,922 千円
介護用品支給事業
2,964 千円
理髪サービス事業
566 千円
福祉移送サービス事業
2,624 千円
福祉団体支援事業
2,666 千円
地域包括支援運営事業
56,284 千円
在宅医療・介護連携推進事業
2,807 千円
認知症施策推進事業
3,145 千円
地域ケア会議推進事業
175 千円
生活支援体制整備事業
9,449 千円
介護支援ポイント事業
751 千円
一般会計収入支出予算

４０１，１９６千円

ボランティアの集い開催される
東日本大震災から６年が経過した３月１１日、ボランティア連絡協議会主
催で「ボランティアの集い」が開催されました。今回の集いは「災害に備え
る」をテーマに、関東東北豪雨災害で被害を受けた常総市の社協から深谷氏
を講師に招き、被害の甚大さやボランティアの役割などの講話をいただきま
した。その後、今年度から社協で取り組んでいる災害ボランティア登録制度
の訓練を兼ねた災害ボランティアセンターのシミュレーション、炊き出しや
物資の仕分け、避難所対応、ニーズ調査など支援別のグループワーク、ドロー
ンを使った救助活動の実演を行いました。参加されたボランティアさんが真
剣に取り組む姿は、万が一の災害時に心強く感じたところです。

▲グループワークのようす

▲ドローンを実演
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谷井田地区
スクールガード
活動開始！
谷井田小学校の児童を対象に、谷井田地区のみなさんが
防犯散歩ボランティアの一環として「スクールガード」活
動を開始しました。スクールガードは、地域の子どもたち
の登下校時等に合わせ、通学路周辺などで散歩を行い、子
どもたちを見守るボランティア活動です。
谷井田地区のスクールガード活動に協力いただける方を
随時募集しておりますので、社会福祉協議会までお問合せ
ください。
問合せ

５７－１７７０

手話講座＆手話パフォーマンス講座受講者募集

手話を学んでみよう
手話に興味のある方、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～平成３０年３月２７日までの概ね火曜日
（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 倫彦（ともひこ）
（市内在住、手話講師歴２２年 ･ ３８歳）
前半は手話ゲーム ･ 後半は手話パフォーマンス
等を、分かりやすく指導します。
対 象 市内在住・在勤の方。初めての方、経験者問い
ません。お子様連れの方もＯＫです。
定 員 ３０名（先着順）
受講料 無料
締切日 ５月１９日（金）
申込み

２５－２１０１

耳の不自由な方のためのサロン

厚生労働大臣賞を受賞
ボランティアの集いに
おいて、厚生労働大臣か
らボランティアの功績を
称えられた「朗読グルー
プかたくり」の皆さんへ
市長代読で表彰状が授与
されました。

グランドピアノを開放します
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

場
所
対
象
利用料金

申込期間
申込み

参加者
募集

日

時

場 所
参加費
問合せ

5 月 25 日（木）・8 月 24 日（木）
11 月 30 日（木）・2 月 22 日（木）
10:00 ～ 11:30
保健福祉センター ボランティアルーム
無料
つくばみらい要約筆記の会 米澤（よねざわ）
メールアドレス：salon.rainbow7@gmail.com

世代ふれあいの館

ＴＥＬ ５７－１７７０

買い物ぶらり旅

７５歳以上ひとり暮らし及び高齢者世帯で買い物に行く
のが困難な方に、送迎つきの買い物ツアーを開催します。
実 施 日
行 き 先

①５月３１日（水） ②６月２８日（水）
① 守谷市 守谷テラス
② つくば市 ショピングセンターアッセ
１０時から１１時３０分
無料（購入品については自己負担）
①５月１０日（水）～５月１２日（金）
②６月 ８日（木）～６月１２日（月）
①・②ともに先着１０名程度

買物時間
参 加 費
申込み日
募集定員

申込み

「にじいろ」参加者募集
気軽に楽しくおしゃべりしませんか？話を文字に書い
て（要約筆記）サポートします。
中途失聴・難聴者、手話のできるメンバーもいますので、
安心してご参加ください。今年度は 4 回予定しています
が、どの回にご参加いただいても構いません。
ご家族・友人とご一緒でも、お一人でのご参加でもＯＫ
です。

５月２７日（土） ５月２８日（日）
午前９時から午後５時まで
（１時間単位での貸出です。）
きらくやまふれあいの丘世代ふれあいの館ホール
ピアノの自主練習に使用したい方
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。
各開放日の１週間前までにお申し込みください。

２５－２１０１

簡単にできる日曜大工（ＤＩＹ）
講座を開催します
日曜大工にチャレンジしよう。ちょっとした棚やベン
チなどを手作りする日曜大工（ＤＩＹ）をご存知ですか。
今回は、日頃からボランティアで活躍している「木楽
工房」のメンバーを講師に招き一緒に玄関の踏み台を作
ります。初めての方でも大丈夫です。男女問わずご参加
いただけます。
日 時
場 所
対 象
定 員
参加費

6 月 5 日（月）・6 日（火）9：00 ～ 12：00
きらくやまふれあいの丘 すこやか福祉館
市内在住の方
18 名（定員になり次第締切り）
500 円
申込み ２５－２１０１
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随時受付

地域包括支援センター

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。

お気軽にお立ち寄りください
家族に認知症の疑いがあるときや
サービスにかかる費用、介護保険申
請のタイミングなど、少しでも心配
な事がありましたら地域包括支援セ
ンターの窓口に遠慮なく声をかけて
ください。
地域包括支援センターは、つくば
みらい市より委託を受けている公的
な総合相談窓口です。介護・医療・
福祉サービス等何でも相談できます。
お話しを聞かせていただき、解決
に向けてご一緒に考えていきます。
※秘密は厳守します
問合せ

家族介護用品助成事業

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
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。（年間３万円を限度とします。）
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。
（年間１万５千円を限度とします。）
※ただし、交付時に入院中・入所中の方は対象外となります。
問合せ

５７－０２０３

・社会福祉協議会
・市役所介護福祉課

５７－０１２３
５８－２１１１（内線４３０２）

ボランティア活動・市民活動を応援します
ボランティアグループや市民団体などが自主的に実施する福祉的課題に取り組む活動に対して助成します。皆さんの
活動を地域に広げるためにご活用ください。ご応募お待ちしています。
対象事業
・住民参加によるたすけあい活動またはそれを応援、
促進する事業
・高齢者や障がい者を支援する事業
・子育て支援、児童 ･ 青少年に対する育成事業
（スポーツ少年団等の活動を除く）
・社会参加を促進する事業や社会復帰を支援する事業
・地域防災・防犯を促進する事業
・新たな社会問題に取り組む事業
・その他、住みよい街づくりに必要と認められる事業
問合せ

対象団体

市内に所在し１年以上活動しているボランティア
グループ、ＮＰＯ法人、任意団体などで今年度に
対象事業を行う団体
助成金額 １団体最高５万円
（同一年度に複数の事業申請はできません。）
受付期間 ５月１９日（金）まで ※土・日・祝日は受付不可
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

ボランティア市民活動センター

２５－２１０１

心配ごと相談・法律相談のご案内

社協会費・共同募金の財源で行っています

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）
所 6月14日(水)

支

所 5月17日(水)

予約は、前日の
午後 5 時まで

▲

本

◎法律相談：午後１時～４時

「ありがとうございました」

本

所

5月2日(火) 5月16日(火) 6月 6日(火) 6月20日(火)

支

所

5月9日(火) 5月23日(火) 6月13日(火) 6月27日(火)

予約は、当日の
正午まで

▲

◎心配ごと相談：午後１時～３時

大切にします！あなたの善意

平成 29 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）
・茨城親交会 会長 今川美明 525,000 円
・グリーンリーフ
・匿名寄付金 4 名 計 12,153 円
・マッサージ機 匿名
〈編集・発行〉

・松本譲二

3,000 円

つくばみらい市社会福祉協議会

〒 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 ㈹
0297-57-0206 ＨＰ http://www.tm-shakyo.jp メール mail@tm-shakyo.jp

本

所

支

所（ボランティア市民活動センター） 〒 300-2422
☎ 0297-25-2101
0297-52-0730

地域包括支援センター
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社会福祉法人

6,500 円

〒 300-2395

茨城県つくばみらい市古川 1015-1

茨城県つくばみらい市福田 195

市役所伊奈庁舎内

保健福祉センター内

☎ 0297-57-0203

