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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つくばみらい市社会福祉協議会

2018 年５月号

№109109№№109109

大型竹オブジェを作成した『木楽工房』の皆さん 満開の桜並木は圧巻でした♪花見を楽しむ来場者

今年も大盛況！ きらくやま桜まつり！今年も大盛況！ きらくやま桜まつり！

ふれあい第２保育園開園ふれあい第２保育園開園

　４月５日（木）当会において二園目となる「ふれあい第
２保育園」（旧伊奈第４保育所）が開園しました。
　当日は開園式に続き入園式が行なわれ、片庭会長の挨拶
後ご来賓からのご祝辞、開園を祝うくす玉の開花では園児
を含め保護者の皆様から大きな拍手を頂き、児童呼名では
入園する園児みんなが元気な声で返事ができました。
　今後も、「ふれあい第 1保育園」同様、市と連携を図りな
がら地域の方に愛され親しまれる保育園を目指していきま
す。

　３月 31日（土）から４月８日（日）の９日間、きらくやまふれあいの丘で『第５回きらくやま桜まつり』
を開催しました。
　今年も夜桜ライトアップのほかに孟宗竹を使った全長７メートルもある大型の竹オブジェを設置しました。
夜桜を見に来た方々は巨大なオブジェにビックリされた様子がたくさん見られました。
　子どもコーナーでは、わくわくトレジャーハント（宝探し）やスライム作り体験など多くの
コーナーで満面の笑顔で楽しむ風景がたくさん見られました。
　期間中、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。

開園式のようす

社協会費・共同募金を

財源に行なっています。
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　４月８日、第４回つくばみらい市社会福祉大会が
きらくやまふれあいの丘　世代ふれあいの館で開催
され、各福祉分野で活躍されている大勢の方々が表
彰されました。当日は、多くの関係者が出席し満席
の中、さわやか福祉財団会長 堀

ほ っ た

田力
つとむ

氏による「みん
なで支え合う地域の福祉課題」と題した記念講演が
行なわれました。
　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。
（順不同・敬称略）
★社会福祉協議会会長表彰
＜民生委員児童委員の部＞
海老原廣美　結城秀子　前田千人子　細田良政　
中島和子　荒井文夫　染谷つや子　岡本冨美枝　
飯田悦子　吉田静子
＜社会福祉協議会・社会福祉施設・社会福祉団体の役員の部＞
つくばみらい市高年クラブ連合会　千葉優治

　平成31年度から平成35年度までの５年間を期間と
した「第２次地域福祉計画・地域福祉活動計画」を策
定中です。この計画は、第１次計画を見直し、発展さ
せるものとして、今年度末までに、策定委員の皆さん
とともに、行政・社協で一体的に作り上げていきます。

　社会福祉協議会では、皆さまからご協力いただいた
「社協会費」や「赤い羽根共同募金」の配分金をもと
に各種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
○学習支援事業（みらい教室）、貧困対策事業（みらい食堂）
○善意銀行運営事業、福祉資金貸付事業
ボランティア育成事業
○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、ボランティア入門講座など）
○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
○小地域会食サービス

○ふれあいいきいきサロン
○お達者クラブ、買い物支援事業
○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　
○生活支援体制整備事業　
○介護支援ポイント事業　
○元気アップ教室事業　※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（障がい児料理教室、研修会等）
○福祉団体支援事業

平成 30年度事業計画

つくばみらい市社会福祉大会で表彰つくばみらい市社会福祉大会で表彰

～誰もが住みよいまちづくり～～誰もが住みよいまちづくり～　　第 2次地域福祉計画・地域福祉活動計画を策定中第 2次地域福祉計画・地域福祉活動計画を策定中

＜ボランティアの部＞
アイアイ・グループ　あおぞら　食楽　シル・リ
ハ体操クラブ　ＩＴ電脳普及会　つくばみらい要
約筆記の会　ゆりの会　グリーンリーフ　オカリ
ナサークルアンダンテ　よつばアンサンブル　伊
奈ボランペ　ホットケーキおはなしの会　歩みの
会サロン　リリーズサロン　ふれあいサロン　花
の会サロン　みちくさ　いきいきサロンより道　
にこにこサロン　夢みらい倶楽部　サロンひまわ
り　みつわ会サロン　パソコンサロンAグループ
パソコンサロンBグループ　元気サロン　花の詩
サロン
＜心配ごと相談員の部＞
　白鳥治代　相島宏　前田千人子　山口和正
　八木岡京子　
★社会福祉協議会会長感謝状
　茨城親交会　会長　今川美明

　「誰もが住みよいまちづくり」を目指して、現在の
つくばみらい市の福祉課題を整理し、どのようなこ
とに取り組むべきか検討を重ねていきます。
　また、計画策定に伴い、各地域での住民懇談会を
予定しております。詳しい内容等は、「広報つくばみ
らい」６月号及びホームページでご確認ください。

社協会費・共同募金を

財源に行なっています。
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　市内で活動する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
に応援助成金を支給します。皆様の活動を地域に広
げるためにご活用ください。
　ご応募お待ちしております。
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

ボランティア・市民活動応援助成事業ボランティア・市民活動応援助成事業募 集

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　
○ふれあい第２保育園運営　※新規

一般会計収入支出予算　493,417 千円
法人運営事業 46,424 千円
日常生活自立支援事業 8,702 千円
退職手当積立事業 22,691 千円
地域コミュニティ事業 3,731 千円
ボランティア育成事業 537 千円
生活支援事業 1,667 千円
高齢者支援事業 3,427 千円
広報啓発事業 1,695 千円
歳末助け合い事業 495 千円
善意銀行運営事業 1,244 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 48 千円
地域活動支援センターひまわり園運営事業 20,472 千円

平成 30年度一般会計予算

地域活動支援センターさくら園運営事業 10,425 千円
理解促進等地域支援事業 1,363 千円
ふれあい第１保育園事業 72,515 千円
ふれあい第２保育園事業 79,939 千円
すこやか福祉館管理運営事業 67,905 千円
世代ふれあいの館管理運営事業 35,480 千円
地域ケアシステム推進事業 6,629 千円
有料在宅福祉サービス事業 3,058 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 5,661 千円
ふれあい定期便事業 11,808 千円
介護用品支給事業 2,599 千円
理髪サービス事業 635 千円
福祉移送サービス事業 2,958 千円
福祉団体支援事業 2,649 千円
地域包括支援運営事業 57,497 千円
在宅医療・介護連携推進事業 2,931 千円
認知症施策推進事業 3,169 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 8,628 千円
介護支援ポイント事業 638 千円
元気アップ教室事業 2,502 千円

助成金額　１団体５万円（上限限度額）　同一年度に
複数の事業申請はできません。

受付期間　５月 25 日（金）まで　※土・日・祝日
は受付不可

申込方法　申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類を添
えて提出してください。申請書は下記問い合わ
せ先からお取り寄せください。　※ FAX不可

問　合　せ　２５－２１０１

　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。

買い物ぶらり旅買い物ぶらり旅

手話パフォーマンスを学んでみよう手話パフォーマンスを学んでみよう

実　施　日　①５月 25日（金）　②６月 22日（金）
行　き　先　①守谷市　ミスターマックス守谷店・カスミ

②つくばみらい市　ヨークベニマル・ホーマック
買物時間　①② 10時から 11時 30分

　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。
日　時　６月 15日（金）～ 10月 26日（金）の毎週金曜日
　　　　全 20回、午後１時～３時
会　場　谷和原公民館　研修室

参　加　費　無料（購入品は自己負担）
申込み日　①５月８日（火）から５月 11日（金）
　　　　　②６月５日（火）から６月８日（金）
申　込　み　２５－２１０１

　　　　または　保健福祉センター
講　師　菊地倫彦氏（市内在住、手話講師歴 23年）

分かりやすく丁寧に指導いたします。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 25日（金）
申込み　２５－２１０１

募 集

募 集
社協会費・共同募金を

財源に行なっています。
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〈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

「ありがとうございました」

平成 30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）

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 ６月13日(水)

支　所 ５月16日(水)

本　所 5月1日(火) 5月15日(火) 6月 5日(火) 6月19日(火)

支　所 5月8日(火) 5月22日(火) 6月12日(火) 6月26日(火)

大切にします！あなたの善意大切にします！あなたの善意

・茨城親交会　会長　今川美明　400,000 円　　・坂野忠一　350,000 円　　・グリーンリーフ　7,000 円
・匿名寄附金 3名　13,570 円　　・匿名寄附 2名　米（玄米）30kg、オムツパット 5袋

社協会費・共同
募金の財源で
行っています

　在宅で寝たきりや認知症の高齢者などを介護する方に、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日までに提
出していただいた場合、その月分からの対象となります）

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。（月 2,500 円の助成券：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。（月 1,250 円の助成券：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　・社会福祉協議会　　５７－０１２３
　・市役所介護福祉課　５８－２１１１（内線４３０２）

家族介護用品助成事業家族介護用品助成事業

　ボランティアグループ「みらい研ぎクラブ」では、
市内のご家庭の包丁研ぎを無料で行ないます。

日　程
　5月 17 日（木）午前 9時 30 分から正午

　　　　小絹コミュニティセンター

日　程
　6月 21 日（木）午前 9時 30 分から正午

　　　　谷井田コミュニティセンター

日　程
　7月 19 日（木）午前 9時 30 分から正午

　　　　板橋コミュニティセンター
持参物　家庭で使用している包丁
問合せ　２５－２１０１

家庭の包丁を研ぎます！家庭の包丁を研ぎます！

日　時　５月 24日（木）・８月 23日（木）
11月 22日（木）・２月 28日（木）
各日午前 10時から午前 11時 30分

場　所　きらくやま　すこやか福祉館介護教育室
参加費　無料
問合せ　つくばみらい要約筆記の会　米

よねざわ

沢
メール　salon.rainbow7@gmail.com

耳の不自由な方のためのサロン耳の不自由な方のためのサロン

「にじいろ」　　　　　参加者募集　　　　　　　


