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社協だより

ふれあいネットワーク
つくばみらい市社会福祉協議会

2017 年９月号

　きらくやますこやか福祉館内の子育て支援室では、いろいろなイベントを開催しています。７
月２５日は、ボランティア団体ソレイユの皆さんに協力いただき、ハッピーデイズ（誕生会）を
行いました。ふれあい遊びや手遊びをして楽しんだり、誕生日プレゼントを貰った後はみんなに
お祝いしてもらうなど楽しい時間を過ごせたようでした。
　その他にも講師の先生をお呼びして開催する骨盤調整ヨガやアロマ講座をはじめ、もの作り教
室や季節イベントなど親子で体験できる内容も盛りだくさんです。
　イベント等の詳細についてはホームページに掲載しています。子どもたちが元気いっぱい遊べ
る子育て支援室に遊びに来てください。

▲ 誕生日を迎えた子どもたち ▲ リズム遊びのようす ▲ 赤ちゃんコーナーを作りました

№105№105

問合せ　５７－０１２３

問合せ　５７－０１２３

10 月 1日スタート！

　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。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！

赤い羽根共同募金

きらくやま子育て支援室！！
元気いっぱい
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　平成２８年度は、社会的な孤立の問題や経済的困窮の問題、虐待や成年後見などの権利擁護の問題など地域における課題
に対し、つくばみらい市や民生委員・児童委員、ボランティアや様々な関係機関と連携を図り、その対応や支援に努めました。
　各事業の推進につきましては、「つくばみらい市地域福祉計画・地域福祉活動計画」に基づき事業を実施すると共に、
内容の充実を図るため担当職員が各自目標を設定し評価を行い、次年度に向け住民のニーズに応える事業やサービスの
改善（ＰＤＣＡサイクル）に努めました。
＜拡充事業＞　　・地域子育て支援拠点事業　・学習支援事業　・スクールガード（防犯散歩ボランティア）など
　　　　　　　　　詳細については、ホームページにてご覧いただけます。

収入額　297,865,304円　　支出額　294,215,158円
繰越金　    3,650,146円

会費収入
4,930,750 円　1.7%
寄付金収入
934,739 円　0.3%

経常経費補助金収入
37,298,880 円　12.5%

助成金収入
210,000 円　0.1%

受託金収入
197,119,169 円
66.2%

事業収入
12,074,031 円　4.0%

貸付事業等収入
267,000 円　0.1%

共同募金配分金収入
3,831,276 円　1.3%

介護保険収入
12,102,339 円　4.1%

園生作業収入
1,538,409 円　0.5%

雑収入
4,127,310 円　1.4%

受取利息配当金収入
1,778 円　0.0%

退職積立預金取崩収入
15,580,110 円　5.2%
前期末支払い資金残高
（前年度繰越金）
4,464,513 円　1.5%

積立預金取崩収入
3,385,000 円　1.1%

法人運営事業
51,572,534 円
17.5%

日常生活自立支援事業
2,129,814 円　0.7%

地域福祉事業
7,459,139 円　2.5%

高齢者支援事業
3,776,317 円　1.3%

善意銀行運営事業
1,577,011 円　0.5%

その他の福祉事業
26,597,088 円　9.1%

世代ふれあいの館管理運営事業
28,215,860 円　9.6%

すこやか福祉館
管理運営事業
55,118,458 円
18.7%

地域ケアシステム推進事業
5,711,074 円　2.0%

その他の委託事業
29,714,267 円　10.1%

地域包括支援
センター事業
50,632,828 円
17.2%

地域活動支援センター事業
31,710,768 円　10.8%

科目別収入 事業別決算額

　「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
を設けております。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。
　きらくやま駐車場が大変混雑します。伊奈東中学校のグラウ
ンドを臨時駐車場としてご利用できます。また、伊奈東中学校
から、きらくやままでの無料往復シャトル便も随時運行してお
りますのでご利用ください。

無料シャトルバス運行表
伊奈東中学校　 ⇒　 きらくやまふれあいの丘
午前９時から午後１時まで約１５分おきに出発
きらくやまふれあいの丘　 ⇒　 伊奈東中学校
午後１時から午後４時まで約１５分おきに出発

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営業します。

第５回社協まつり

問合せ　５７－０１２３

事業報告

決算報告

平成28年度　事業報告及び決算報告

　子育て中のパパ・ママ、赤ちゃんと一緒に遊びに来ま
せんか？今年も親子で楽しめるコーナーをたくさん用意
しています。
　パパ、ママ、そして赤ちゃんが、
家族みんなで楽しく学んで、遊んで、
体験できる 盛りだくさんのイベント
となっています。皆さんのご来場を
お待ちしております。

問合せ　２５－２１０１

開催日　10 月 28 日（土）午後 1 時から午後 3 時
会　場　保健福祉センター
内　容　離乳食コーナー・前髪カットサービス
　　　　ファミリーショット・ベビーマッサージ
　　　　赤ちゃんお薬講座・カフェスペース
　　　　乳幼児救命救急講座・プレイルーム・授乳服展示など
　　　　※先着 100 名様記念Ｔシャツ作り体験できます！
対　象　赤ちゃんとその家族
参加費　無料

社協会費・共同募金を財源に行なっています。

社協会費・共同募金を財源に行なっています。

１０月１４日（土）　午前１０時から午後３時
※雨天決行
きらくやまふれあいの丘

～社会福祉協議会子育て応援事業～「あかちゃんフェスタ」を開催！！
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　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　①９月２２日（金）②１０月２５日（水）
行 き 先　①つくばみらい市　みらいっ娘　ダイソー
　　　　　　ヨークベニマル（昼食有）
　　　　　②守谷市　アクロスモール守谷
買物時間　①午前１０時から午後　２時３０分
　　　　　②午前１０時から午前１１時３０分
参 加 費　無料（購入品については自己負担）
申込み日　①９月４日（月）から９月８日（金）
　　　　　②１０月５日（木）から１０月１１日（水）
募集定員　①・②ともに１０名程度

申込み　２５ー２１０１

　視覚に障がいをお持ちの方をサポートす
る方法や注意することなどを、ショッピン
グモールで実践しながら学びます。学生も
大歓迎です。ご応募お待ちしております。
日　　程　１０月１２日（木）
　　　　　１０月１３日（金）
　　　　　１０月１９日（木）の３日間
時　　間　毎回午前１０時から午後３時　※昼休憩あり
会　　場　保健福祉センター
対 象 者　市内在住の高校生以上の方
参 加 費　無料
持ち物等　飲み物、昼食、動きやすい服装
募集人数　先着２０名（定員になり次第締切り）
募集期間　９月２５日（月）まで

申込み　２５－２１０１

社協会費・共同募金を財源に行なっています。

社協会費・共同募金を財源に行なっています。

ガイドヘルパー養成講座

社協会費・共同募金を財源に行なっています。

社協会費・共同募金を財源に行なっています。

介護支援ポイント制度登録者募集！

　社会福祉協議会では、学習支援事業
みらい教室を実施しております。みら
い教室の学習支援ボランティアとして、
あなたの持つスキルや時間を子どもた
ちのために活かしてみませんか。

内容　小学校高学年から中学３年生までの子どもたちを
対象に、学校で使っている教科書やワーク・ドリ
ル等を使って授業の復習、宿題などの学習支援を
行います。

対象　社会人、教員経験者、得意科目や得意分野のある
方、将来教員を目指している大学生など。

　高齢者や障がい者の方が、ご自宅での日常生活を少し
でも充実したものとなるよう、お手伝いくださる協力会
員の方を募集しています。
報酬 （利用料）　利用会員が協力会員に支払う１時間あた
　　　　　　　 りの報酬の基準は以下のとおりです。

利用時間 1 時間（基本）
午前７時３０分から午後６時３０分まで ６００円
〇１２月２９日から１月３日お休み　〇資格不問
◎サービス内容…家事援助を中心としたサービスです。
　・食事の支度　・衣類等に洗濯、つくろい
　・生活必需品等の買い物　・留守番
　・住居の掃除、整理整頓（大掃除にならない程度）
　・通院及び外出の付き添い　・話し相手
　・軽易な身の回りの世話　　　（２時間からの作業になります。）

内　　容　健康な６５歳以上の方に、介護施設で介護支
援活動をしていただき、活動数に応じ１時間
に１ポイント（交付金）を差し上げるものです。

　　　　　・受入施設（ぬくもり荘・いなの里・雅荘）
　　　　　・活動内容（レクリエーション等の補助、配

膳及び下膳補助、話し相手等）
　　　　　・１時間あたり１ポイント１日２ポイントが

上限。
　　　　　・１ポイント１００円。１０ポイントから申

請可能。
　　　　　・交付金上限は年間５，０００円です。
対 象 者　市内在住で要介護認定及び要支援認定を受け

ていない６５歳以上の方
申請開始日　９月１日（金）
　　　　　　※平日午前９時から午後５時まで
　　　　　　　土・日・祝日は受付不可
申請窓口　介護保険被保険者証をご持参ください。
　　　　　きらくやますこやか福祉館内「社会福祉協議会本所」
　　　　　保健福祉センター「社会福祉協議会支所」

問合せ　２５－２１０１

問合せ　５７－０１２３

子どもたちの“みらい”を応援しよう！

学習支援ボランティア募集

問合せ　２５－２１０１

～あなたのあたたかい気持ちをいかし活躍してみませんか～

高齢者のみなさんの力を地域にいかし、介護支援活動してみませんか。

　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。

（「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　全２回のコースになります。
　　　　　第１回　　 9 月 25 日（月）
　　　　　第２回　　10 月  5 日（木）
　　　　　各　回　  午前 9 時 30 分 から午後 1 時 30 分
会　　場　保健福祉センター
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 回分の食材費等）
募集期間　9 月 1 日（金）から 9 月 15 日（金）まで　
　　　　　※定員になり次第締切り

申込み　２５－２１０１

楽しく、美味しい！料理教室

プラチナ世代地域参加事業

有料在宅福祉サービス協力会員大募集！

参加者
募集！！ 買物ぶらり旅

受講生募集！
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会　長　片庭　正雄　（市長）
副会長　齊藤　　登　（商工会）
副会長　豊島美智子　（母子寡婦福祉会）
理　事　浅野　光一　（学識経験者）
理　事　大好三智子　（人権擁護委員）
理　事　片寄　利通　（保護司）
理　事　菊地　広志　（特別養護老人ホーム）
理　事　白鳥　治代　（民生委員児童委員）
理　事　髙木　寛房　（市議会議長）
理　事　髙木　玲子　（男女共同参画推進委員）
理　事　福田　敏男　（教育長）
理　事　古舘千恵子　（ボランティア連絡協議会）
理　事　松本　譲二　（区長会）
理　事　横嶋　幸男　（家庭相談員）

理　事　吉田　弘之　（市保健福祉部長）
監　事　中村久美子　（社会福祉事業識見者）
監　事　根本　好昭　（財務管理識見者）
任期　平成 29 年６月 28 日から平成 30 年会

計年度にかかる定時評議員会終結まで

海老原廣美　（小張地区民生委員）
石引　弘子　（豊地区民生委員）
結城　秀子　（谷井田地区民生委員）
尾形　辰彦　（三島地区民生委員）
森田　　寛　（東地区民生委員）
熱田　節子　（板橋地区民生委員）
八木岡道孝　（小絹地区民生委員）
文倉　利己　（谷原地区民生委員）
細田　良政　（十和地区民生委員）

片倉　重次　（福岡地区民生委員）
松本　稔恵　（みらい平地区民生委員）
鈴木　利一　（主任児童委員）
荒井　栄司　（障がい者団体代表）
文隨　　靖　（児童関係団体代表）
鈴木　恭子　（障がい者親の会代表）
渋澤　慎介　（社会福祉事業所）
菊池　芳英　（社会福祉事業所）
岩本美津子　（社会福祉施設）
近藤　　匡　（ボランティア団体代表）
長塚　悦子　（ＪＡ女性部代表）
千葉　優治　（高年クラブ代表）
飯田　　博　（青少年相談員協議会代表）
飯村　晴代　（知的障がい者相談員）
任期　平成 29 年４月１日から平成 32 年会

計年度にかかる定時評議員会終結まで

「ありがとうございました」

平成 29 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）

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）

▲予約は、前日の
　午後 5 時まで

▲予約は、当日の
　正午まで

◎心配ごと相談：午後１時から３時 ◎法律相談：午後１時から４時

本　所 10月11日(水)

支　所   9月13日(水)

本　所 9月  5日(火) 9月19日(火) 10月  3日(火) 10月17日(火)

支　所 9月12日(火) 9月26日(火) 10月10日(火) 10月24日(火)

〈編集・発行〉

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 ㈹　  0297-57-0206　ＨＰ 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　  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

社会福祉法人 つくばみらい市社会福祉協議会

大切にします！あなたの善意

・千葉土建伊奈　13,901 円　　・松本譲二　8,530 円　　・日産プリンス茨城販売㈱　車イス 1 台
・毛布 2 枚、下着 9 枚、タオル 45 枚、Ｙシャツ 4 枚、くつ下 8 足　匿名

社協会費・共同募金の財源で行っています

　理事会及び評議員会において、第８期理事、監事、評議員が次のとおり選任されました。

役　員� （敬称略・五十音順）

評議員� （敬称略・順不同）

社会福祉協議会の役員・評議員が選任されました

　7 月 7 日、日産プリンス茨城販売㈱様より車イ
スの寄贈がありました。この車イスは、高齢者や
足の不自由な方への貸出事業をはじめとする各事
業で幅広く活用させていただきます。
　お寄せいただきましたご芳志に深く感謝申し上
げます。

心温まる善意が多くの人の力に……

▲握手を交わす太田社長 ( 左 ) と片庭会長 ( 右 )

　もうすぐ秋物・冬物の衣替えシーズンを迎えますが、衣類の整
理にお困りではないでしょうか？タンスの奥に眠っている洋服を、
この機会にボランティアの皆さんと一緒に整理しませんか？
対 象 者　市内在住の視覚障がい者の方
募集人数　先着 5 名
内　　容　自宅の衣類整理
　　　　　（秋・冬物への衣替え、衣類の分別）
　　　　　一人 1 回 2 時間までとします。
　　　　　※廃棄する洋服の処分は行いません！
実施期間　10 月 2 日（月）から 11 月 30 日（木）
　　　　　※訪問日時はご相談ください。
費　　用　無料
募集期間　9 月 1 日（金）から 9 月 20 日（水）
※衣類整理ボランティアの皆さんと一緒に活動していただける

新規ボランティアも募集しています。

申込み　２５－２１０１

目の不自由な方のための「衣類整理ボランティア」始めます！
～自宅の衣類整理にボランティアが訪問～


