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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７月号

№110110№№110110

会長就任あいさつ会長就任あいさつ

　このたび、平成 30年 5月 28日に開催されました理事会において、つくばみらい市社会
福祉協議会会長に選任されました。
　就任に際しましては、その職責の重大さを痛感し、身の引き締まる思いであります。
　近年、少子高齢化の進行に伴う一人暮らし高齢者の増加、社会的な孤立の問題や経済困
窮世帯への対応等、公的なサービスだけでは解決できない諸問題が増えてまいりました。
　私は、様々な問題に対し市民の皆様の声を直接私に届けていただき、一人ひとりの声を
大切に捉え、解決に向けた取組みを考案し市民に寄り添っていきたいと考えております。
　社会福祉協議会の理念でもございます「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり」の

実現に向け、地域福祉を推進する中核的な民間福祉団体として、市民の皆様方のお力添えを頂きながら、そ
の使命を十分に発揮できますように、役員・職員一丸となり、精一杯の努力を重ねて参りたいと存じます。 
　どうぞ、市民の皆様方のご理解とご協力、ご支援を賜りますよう切にお願い申し上げ、就任のあいさつと
いたします。

元気いっぱい頑張った運動会元気いっぱい頑張った運動会

　６月２日、青空に万国旗がたなびくなか、子どもたちの元気な歓声とと
もに、運動会を開催しました。ご来賓や高年クラブ、保護者の方々の声援
を受け、園児たちも力いっぱい各種競技に取り組みました。園児や保護者
の皆様にとって、思い出に残る一日になったのではないでしょうか。今後
も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。

会長より園児たちへ応援のメッセージ
（ふれあい第 2保育園）

みなさんの声援の中、笑顔いっぱいでゴール
（ふれあい第 1保育園）

社会福祉協議会
会長　小田川 浩
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夏休み中の小学生・中学生
ワークキャンプ参加者募集

はじめてのボランティア～赤い羽根共同募金編～

65歳以上で元気な方 !!
介護支援ポイント登録者募集

　市内にお住まいの知的・発達障がい等のあるお子
さんを対象に料理教室や体操教室を行なっています。
余暇活動に参加してみませんか？
開催日　 9月 29日（土）クッキング

10月 6日（土）体操教室
11月 10日（土）クッキング
12月 8日（土）クリスマス会（クッキング）

※講師の都合上、日程が変更になる可能性があります。
時　間　クッキング：午前 10時～午後 1時 30分

体　　　操：午前 10時～正午
場　所　保健福祉センター又は谷和原公民館
対象者　市内にお住まいの知的・発達障がい等のある

小学生～作業所に通っている方及びその家族
参加費　クッキング 300 円　体操　無料
※ 1　会場の都合上、クッキングは先着８名まで、体
操は先着 10名までとさせて頂きます。

※2　開催日の５日前までにお申込みください。木曜
日以降のキャンセルの場合は参加費を頂きます。

問合せ　☎２５－２１０１

　身近なことから、自分のできる範囲で活動してみ
ませんか？
内　容　健康で元気な 65歳以上の方が、市指定の介

護施設にて１時間１ポイントで活動し貯まっ
たポイントは交付金として転換できます。
・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）
※施設によって活動内容が異なります。
・１日、２ポイントが上限。ポイント転換
は10ポイントから申請可能。
※１ポイント100円で、交付金は年間
5,000円が上限。

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

申込先　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」
※受付時間　平日午前９時～午後５時
　土・日・祝日は受付不可
申請時に介護保険被保険者証をご持参くだ
さい。

問合せ　☎２５－２１０１

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　①７月 27日（金）　②８月 24日（金）
行　き　先　①守谷市　ジョイフル本田・ジャパンミート
　　　　　②守谷市　イオンタウン守谷
買物時間　①午前 10時から 11時 30分
　　　　　②午前 10時から 11時 30分
参　加　費　無料（購入品は自己負担）
申込期間　①７月 10日（火）～７月 13日（金）
　　　　　②８月 7日（火）～８月 10日（金）
問　合　せ　☎２５－２１０１

　福祉に関するいろいろな体験や作業を、一緒に勉
強してみませんか？
　みんなとは一味違う楽しい夏休みの思い出を作り
ましょう。
日　　程　８月２日（木）～３日（金）　１泊２日
内　　容　福祉施設体験、セラピー犬について、野

外炊飯など
宿　泊　先　水海道　あすなろの里　ロッジ
対　象　者　市内小学４年生から中学３年生
参　加　費　1,000 円
募集人数　20名（定員になり次第締切り）
そ　の　他　犬アレルギー等がある方は事前に申し出ください。
申込期間　７月 20日（金）まで
問　合　せ　☎２５－２１０１

参加
募集

参加
募集

受講生
募集！
　毎年10月１日より実施される赤い羽根共同募金。実際に募金活動はしているけど、どのような仕組だろうと思っ
たことはございませんか？講座や実際の活動を体験し、赤い羽根共同募金の仕組みについて学んでみませんか？
開催日時　１回目　赤い羽根共同募金に関する講座　

８月 24日（金）保健福祉センター　午後１時 30分～午後３時
２回目　９月上旬頃　PRグッズ・資材仕分け作業について
３回目　10月上旬頃　街頭募金について　
※２・３回目の場所、時間については後日お知らせ致します。

対象者　市内在住・在勤の方　　参加費　無料　　募集人数　先着 20名　　申込期間　８月 10日（金）まで
問合せ　☎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。

社協会費・共同募金を

財源に行なっています。

障がい児
わいわいクッキング・体操教室
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親子で体験学習！！
「君の力でステージを作ろう」

「地域でゆるっと子育て講演会」開催

有料在宅福祉サービス協力会員を募集しております

グランドピアノを
弾いてみませんか？

☆世代ふれあいの館バックヤードツアー☆
　世代ふれあいの館ホールの舞台裏を全部お見せし
ます！！普段では入ることのできない照明室や音響
室が見学できます。
　イベントで使われる照明・音響機材の見学や実際
に触って操作する体験を親子体験学習にしてみては
いかがでしょうか。
日　　時　７月22日（日）　８月17日（金）・23日（木）

９月８日（土）
午前の部　午前 10時から正午
午後の部　午後２時から午後４時

場　　所　世代ふれあいの館ホール
対　　象　小学生３年生から中学３年生までの親子
定　　員　各回　４組限定　
申込期間　開催日１週間前まで
問　合　せ　☎５７－１７７０

　子育てママさん・パパさん、また、その家族や子育てに関心のある地域の皆さんを対象に、
「地域でゆるっと子育て講演会」を開催します。
　講演会では、託児ボランティアソレイユの託児付き講演会となっていますので、お子さま
連れでお気軽においでください。
日時　1日目　8月 7日（火）午前 10時から正午　　講師：常磐大学　教授　水口　進　氏

2日目　8月 8日（水）午前 10時から正午　　講師：託児ボランティアソレイユ　代表　菩提寺　宗子　氏
会場　小絹児童館　　募集人数　30名　　託児　10組　　申込期間　7月 2日（月）～ 7月 20日（金）
問合せ　☎２５－２１０１

　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　７月 24日（火）・25日（水）

８月 18日（土）・30日（木）・31日（金）
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　世代ふれあいの館ホール
対　　象　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
問　合　せ　☎５７－１７７０

　住み慣れたまちで安心して暮らせるよう市民の協力
により家事援助を行う会員制のサービスです。
報酬（利用料）
　利用会員が協力会員に支払う 1時間当たりの報酬

協力会員がサービスを提供するのは…
・おおむね60歳以上の方
・体に障害のある方
・産前産後1ケ月未満の方
　◎提供するサービスは…
掃除・整理整頓・衣類等の洗濯・つくろい・留守番・
話し相手・通院及び外出の付き添い・買い物（利
用者様から交通費をお支払いいただきます）など

問合せ　☎５７－０１２３

利用時間 全日

午前７時 30分から午後６時 30分まで ６００円

参加
募集

弾弾

参加
募集
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〈編集・発行〉

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

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

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 4月から 5月末に善意銀行に寄付を寄せられた方は次のとおりです。　（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 ８月 8日(水)

支　所 ７月11日(水)

本　所 ７月 3日(火) ７月17日(火) ８月 7日(火) ８月21日(火)

支　所 ７月10日(火) ７月24日(火) ８月14日(火) ８月28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

・匿名寄附金 1名　4,000 円

社協会費・共同
募金の財源で
行っています

こわれたおもちゃを無料で直します！ 家庭の包丁を研ぎます！
　ボランティアグループ「おもちゃ病院ピノキオ」が、
こわれたおもちゃを修理します。
保健福祉センター：第１・３土曜日　
きらくやますこやか福祉館：第 2金曜日
谷和原第 2保育所
　子育て支援室（フラワー）：第 1月曜日
受付時間は、いずれも午前 9時 30分～ 11時 30分
※不要になったおもちゃは有効活用しますので、各
会場にお持ちください。壊れていても構いません。

　ボランティアグループ「みらい研ぎクラブ」では、
ご家庭の包丁研ぎを無料で行います。
日　程　① 7月 19日（木）午前 9時 30分～正午

　板橋コミュニティセンター
② 9月 20日（木）午前 9時 30分～正午
　みらい平コミュニティセンター

持参物　家庭で使用している包丁
受　付　①②ともに受付時間は、

午前 9時 30分～ 10時 30分
問合せ　☎２５－２１０１

ター

正規職員
募 集 職 種　①介護支援専門員・社会福祉士　　若干名

②保育士　　若干名
受 験 資 格　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、定年は
満 60歳となります。
①介護支援専門員は、主任介護支援専門員資格を取得できる方。社会福祉士資格を取得している方。
②保育士資格を取得している方。
※普通運転免許証を所持している方。
※資格取得見込み者については、その取得を条件とし採用とします。

試 験 方 法　・一次試験　平成 30年 8月 4日（土）　筆記試験　作文試験
　・二次試験　平成 30年 9月上旬を予定　面接試験　体力検査

申 込 期 間　平成 30年６月 26日（火）～平成 30年７月 27日（金）
採用予定日　平成 31年４月１日

※社会福祉協議会ホームページ（http://www.tm-syakyo.jp）をご覧下さい。
※ご不明な点につきましては社会福祉協議会までお問い合わせ下さい。

問　合　せ　TEL 0297-57-0123　担当：赤津

社会福祉協議会職員募集のお知らせせ


