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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９月号

№111111№№111111

世代ふれあいの館世代ふれあいの館

改修工事による休館のお知らせ改修工事による休館のお知らせ

　世代ふれあいの館は、築 20 年
が経過し、老朽化による空調整備
の不具合が生じているため、改修
工事を実施します。
　工事期間中は利用者の安全確保
のため、施設を休館いたします。
ご利用の皆さまには大変ご迷惑を
お掛けいたしますが、ご理解・ご
協力を宜しくお願いします。
工事期間　平成 31年３月 5日（火）～
　　　　　平成 31年９月 30日（月）まで
問合せ　　☎５７－１７７０

「心ひとつに」　「心ひとつに」　災害ボランティアバスを運行！災害ボランティアバスを運行！

熱中症予防食品を手渡すボラ連会長ご協力いただいたボランティアの皆さん

　平成 30年７月豪雨災害で、河川決壊により被害を受けた岡山県倉敷市真備町の復興支援のため、７月 23
日（月）から 25日（水）にかけて、ボランティアバスを運行しました。ボランティア 40人が参加し、倉敷
市災害ボランティアセンターの依頼を受け「家屋内の泥掻き」や「家財や災害ごみの搬出」などの活動を行
いました。活動中には、倉敷市民の方々との交流もあり、参加者は改めて復興への思いを胸に刻みました。
　また、ボランティアバス出発式では、市ボランティア連絡協議会より参加者の皆さんへ熱中症予防食品の
贈呈式も執り行われました。

　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！
問合せ　☎５７－０１２３

10 月 1 日スタート！10 月 1 日スタート！

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金
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社協まつり

平成 29年度　事業報告及び決算報告

　「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
びコーナー他、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、皆さん揃ってご来場ください。
　まつり当日は、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
問合せ　☎５７－０１２３

　平成 29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
るとともに、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。
＜新規事業＞
　・貧困対策事業（みらい食堂）　　・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 ・ふれあい第１保育園事業　　　　
　その他、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
を進めました。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
学習支援事業（みらい教室）
社協まつり
桜まつり
あかちゃんフェスタ

●ボランティア促進
小・中学生ワークキャンプ

●広報啓発
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
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

手話・要約筆記講座
ガイドヘルパー講座
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
法律相談、心配ごと相談所の運営
小口貸付資金貸付事業

事業報告

決算報告

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運営します。

科目別収入 事業別決算額会費収入
4,878,100 円　1.3%

その他の収入
3,876,924 円　1.0%

市受託事業
（障がい者）
30,674,603 円
8.2%

前年度繰越金
3,649,606円　0.9%

積立預金取崩収入
13,869,310 円　3.6%
園生作業収入
1,283,524 円　0.3%

保育事業収入
76,838,520 円
20.0%

介護保険収入
12,587,184 円　3.3%
共同募金配分金収入
3,676,237 円　1.0%
貸付事業等収入
287,000 円　0.1%
事業収入
12,275,077 円　3.2%

市受託事業
（高齢者）
26,609,165 円
7.1%

市受託事業
（子ども）
7,246,840 円
1.9%

寄付金収入
1,621,616 円　0.4%

助成金収入
170,000 円　0.0%

善意銀行運営事業
1,388,310 円
0.4%

福祉資金貸付事業
205,654 円
0.1%

会費・共同募金
配分金事業
11,042,130 円
3.0%

受託金収入
213,388,468 円

55.4%

保育園事業
66,999,158 円
17.9%

市指定管理事業
（きらくやま）
92,173,005 円
24.7%

市受託事業
（介護予防）
65,910,358 円
17.6%

法人運営事業
71,403,539 円
19.1%

経常経費補助金収入
36,531,546 円　9.5%

収入額　384,933,112円　　支出額　373,652,762円

社協会費・共同募金を
財源に行なっています。10月13日（土）10：00～15：00

※雨天決行 きらくやまふれあいの丘
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プラチナ世代地域参加事業　美味しい、楽しい！男の料理教室

～子育て応援事業～　「あかちゃんフェスタ」を開催！！

参加募集！！　買い物ぶらり旅

ふれあいいきいきサロンスタート講座

日　　時　全４回のコースになります。
　　　　　第 1回　10月 2日（火）
　　　　　第 2回　10月 9日（火）
　　　　　第３回　10月 16 日（火）
　　　　　第４回　10月 23 日（火）
各　　回　午前 10時から午後 1時
会　　場　谷和原公民館　調理室

対　　象　市内在住のおおむね 50～ 70歳　男性
定　　員　20名　先着順（全４回参加できる方優先）
参　加　費　2,000 円（４回分の食材費等）
持　ち　物　エプロン・三角巾・筆記用具
募集期間　９月３日（月）から９月14日（金）まで
問　合　せ　☎２５－２１０１

開催日　10月 27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

実　施　日　①９月 21日（金）　② 10月 26日（金）
行　き　先　①つくば市　みずほ村市場・ヨークベ
　　　　　　ニマル谷田部店　（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 11時 30分
参　加　費　無料（昼食及び購入品は自己負担）
募集期間　① 9月４日（火）～ 9月 7日（金）
　　　　　② 10月９日（火）～ 10月 12日（金）
問　合　せ　☎２５－２１０１

日時　第１回　10月３日（水）午後１時 30 分から３時
　　　第２回　10月10（水）午後1時 30 分から 3 時 30 分
　　　第３回　10月 29 日（月）午前 10 時から11時 30 分
会場　第１・３回　保健福祉センター
　　　第２回　　　谷和原公民館
内容　第１回　サロンに関する講話
　　　第２回　サロン活動紹介

　　　　　第３回　お菓子作り教室
対　象　者　市内在住の方
参　加　費　500 円※３回目のお菓子作り教室のみ
募集人数　先着 20名
申込期間　９月 21日（金）まで
問　合　せ　☎２５－２１０１

幼児救命救急講座・プレイルーム（予定）
※先着100名様記念トートバッグ作り体験できます！

対　象　赤ちゃんとその家族
参加費　無料
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。

社協会費・共同募金を
財源に行なっています。

日本語学習支援ボランティア講座　募集

日　時　第 1回　11月 4日（日）
　　　　第 2回　11月 11日（日）　午後 2時から 4時
　　　　第 3回　11月 18日（日）
会　場　第 1回　保健福祉センター
　　　　第 2回　きらくやますこやか福祉館
　　　　第 3回　伊奈公民館

内　容　第 1・2回　日本語学習ボランティアについて
　　　　第 3回　教室見学
対　象　市内在住・在勤の方
定　員　25名※参加費無料
講　師　守谷市国際交流協会　宮本　敏弥　氏
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を対象に、送迎つきの買い
物ツアーを開催します。

　サロン活動について学びませんか。サロンとは地域の人同士のつながりを深める自主活動の場です。

　日本語学校に通ったり、働いている外国人の多くの方は、日常会話を練習する機会が少ないのが
現状です。そのような市内在住の外国人の話し相手となって、楽しくおしゃべりしながら、様々な国の方た
ちと国際交流してみませんか？

　プラチナ世代対象の男性限定の料理教室です。身近な食材を使って、初心者でもできる簡単でお
いしい料理に挑戦してみましょう。明るく楽しい雰囲気の中で、みんなで学んで美味しい料理を作りましょう。

　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。

いのが

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〉

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６月から７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）

大切にします！あなたの善意大切にします！あなたの善意

・からおけ楽歌 宝川音楽教室 宝川ひろし　55,176 円　・石田カラオケ大会　27,498 円　・千葉土建伊奈分会　10,100 円
・匿名寄附金 4名　19,200 円　・豊南部地区農業集落排水組合（竹ほうき他）　・匿名寄付１名　マッサージ機（１台）

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10日(水)

支　所 09月12日(水)

本　所 9月 4日(火) 9月18日(火) 10月 2日(火) 10月16日(火)

支　所 9月11日(火) 9月25日(火) 10月09日(火) 10月23日(火)

社協会費・共同
募金の財源で
行っています

掲載に関するお詫びと訂正
　Let's go つくばみらい№ 109 号（2018 年５月号）の善意銀行に寄附を寄せられた方々の掲載漏れが一部
ございました。皆さまには、ご迷惑お掛けしたことを深くお詫び申し上げますとともに、以下の通り追加訂
正させていただきます。
・クレージーズ　1,217 円、商品券（12,000 円）　　・松本譲二　3,000 円　　・匿名希望　4,000 円

チャリティー包丁研ぎで義援金を

　ボランティアグループ「みらい研ぎクラブ」では、西日本豪雨災害の被災地を支援するため、チャリティー
包丁研ぎを行います。
※義援金は、被災された方々の災害支援に送金させていただきます。
日　程　① 10月 8日（月）　市役所伊奈庁舎（駐車場正面玄関付近）
　　　　② 10月 14日（日）　市役所谷和原庁舎（駐車場正面玄関付近）
受　付　午前 9時 30分～ 11時まで　
持参物　家庭で使用している包丁
問合せ　☎２５－２１０１

地域包括支援センター権利擁護研修会開催のお知らせ

　認知症、病気、介護、死亡などで相続が必要になったとき、家族はどんなことに困るのか？家族に迷惑を
かけないためには何をしておくのが良いのか？分かり易い講話となっております。いざというときは誰にで
もいつか来るもの、そのときに慌てないよう専門家のお話を聞いてみませんか？この機会に自分の、また家
族のこれからのことを考えてみましょう !!
テ　ー　マ　『60代から始める老い仕度・終活準備』
　　　　　～家族に迷惑をかけないための知識～
開催日時　９月 20日（木）14：00～ 16：00
会　　場　市役所伊奈庁舎（２階会議室 1・２）
講　　師　明

あ か し

石久
ひ さ み

美氏（明石シニアコンサルティング代表）

対　　象　市内在住・在勤の方、民生委員、
　　　　　福祉関係従事者ほか
参　加　費　無料（定員 70名）
締　切　り　9月 10日（月）まで
問　合　せ　☎５７－０２０３

老いや終活について

学んでみませんか？

※預けた包丁は午後２時までに必ず
お受け取りにお越しください。


