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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 11 月号

№112112№№112112

きらくやまきらくやま
イルミネーション２０１８イルミネーション２０１８

　社協では、市から受託し、推進している生活支援体制整備事業において市内５圏域に協議体を設置してお
ります。協議体とは、団塊の世代の方が 75歳以上になる平成 37年までに、住民主体による身近な地域での
助け合い・支え合い活動を推進・充実させ、支え上手・支えられ上手の「地域づくり」に取り組むものです。
各圏域によって取り組み状況は異なりますが、伊奈中学校地区では「みんなのカフェ」、みらい平地区では「あ
おぞらカフェ」の開設など新たな取り組みが開始されています。
　また、協議体では、「地域の課題を地域の皆さんと一緒に考える」地域活動の担い手を募集しています。興
味のある方は、ボランティア市民活動センターまでお問い合わせください。
　市内 5圏域は次の地域となります。
　・伊奈中学校地区協議体（小張・豊・三島・谷井田地区）　・伊奈東中学校地区協議体（東・板橋地区）
　・小絹中学校地区協議体（小絹地区）　　　　　　　・谷和原中学校地区協議体（福岡・十和・谷原地区）
　・みらい平地区協議体（陽光台・紫峰ヶ丘・富士見ヶ丘地区）

　11 月 20 日（火）より、きらくやまふれあいの
丘を約２万球の電球でライトアップします。
　幻想的にライトアップされた桜や機関車を見に
来てください。
期間　平成 30年 11月 20日（火）～
　　　平成 31年１月 31日（木）
ライトアップ点灯時間　午後４：30～９：00まで

　サンタクロースに扮したボランティアさんが、あ
らかじめ皆様からお預かりしたプレゼントをクリ
スマスイブに直接子どもたちに手渡しいたします。
　楽しいクリスマスの思い出にサンタさんをご自
宅に招いてみませんか？
配達日時　12月 24日（月）17時～ 20時 30分
　　　　　※配達時間にご自宅に在宅の方に限ります。
配達範囲　つくばみらい市内
対　　象　小学３年生以下のお子さんのいる家庭

※対象児が一人でもいる場合は、３年
生以上の兄弟にもお渡しいたします。

費　　用　無料（プレゼントは各家庭で用意ください）
募集期間　11月 16日（金）まで
申　込　み　☎５７－０１２３

各地域で協議体（地域助け合い）会議がスタートしています！各地域で協議体（地域助け合い）会議がスタートしています！

昨年のライトアップのようす

協議体合同意見交換会 みらい平地区「あおぞらカフェ」

クリスマスにクリスマスに
サンタさんをお家に呼ぼう！！ぼうううに呼ぼぼううう！！

社協会費・共同募金を
財源に行なっています。
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　今年度も社会福祉協議会（社協）会員に、ご加入いただき誠にありがとうございました。
　また、普通会員の募集に際しましては、行政協力員のご協力をいただきましたことに厚く御礼
申し上げます。皆さまからお寄せいただきました社協会費は、支援を必要とする方々の助け合い
活動や、地域で困っている問題の解決に向けた活動、さらにはボランティア活動などの貴重な財
源として活用しています。

小　張　地　区 取手自動車教習所 成建工業㈱ ベスト自学教室 ㈱関金属工業
アイクリニック小田眼科 菜の花 成島建設㈱ ヤマキ自動車工業 ㈱直井造園土木
あしたば訪問介護事務所 肉の海老原 日蓮宗妙栄寺 大和陸運倉庫㈱ ㈱ＰＳＳ
ありま皮膚科クリニック ブルーマロン 原信田建設㈱ ㈱飯島管工 ㈲ピーシーランド
茨城ゴルフ倶楽部 緑クリニック医院 ビッグドラック板橋店 ㈱エヌエープラン ㈲丸斉建設
大久保水道工業 谷井田医院 平田家電商会 ㈱小名浜 （宗）華蔵院
オートサービス成島商会 谷井田郵便局長 フォージテックカワベ㈱ ㈱ガイアート 福　岡　地　区
貴風会なかざわクリニック よしや畳店 不動院 ㈱コスモ いばらきコープ生活協同組合つくばセンター
西念寺 ㈱アキタ ベビーヘルシー美蕾 ㈱新みらい 江戸町運送㈱
紫峰ヶ丘動物病院 ㈱あさの生花店 恵工業㈲ ㈱ＳＦＩＤＡ 片倉家具店
地来屋　魚季 ㈱石橋葬儀社 焼とり　けい子 ㈱誠勝 三池産業機械㈱筑波工場
善空寺 ㈱以輪富 柳川ゴム㈱ ㈱大都エンタープライズ 常総土木工業㈱
立浪部屋 ㈱システムハウス 四十路 ㈱二葉 筑波化学工業所
田中商店 ㈱常陽銀行伊奈支店 ㈱ＡＧＲＩＣＡＲＥ ㈲鍛冶屋 東新油脂㈱筑波工場
にこあり薬局 ㈱スウィートグリーン ㈱ＡＲＡＩ ㈲絹西タクシ－ 東洋包材㈱
根本接骨院 ㈱筑波銀行伊奈支店 ㈱アンフィニ ㈲常総整備 中村食堂
根本好昭税理士事務所 ㈱丸惣樹脂 ㈱磯野製作所 ㈲鈴木商店　ホットリビング 光プラスト㈱
ひだまり鍼灸接骨院 ㈲坂本製畳 ㈱笹沼製作所 ㈲大栄企画 福岡運輸㈱：㈱スマイルケア
水海道産業㈱みらい平支店 ㈲谷井田自動車 ㈱サトー運輸 ㈲寺田建材 福岡堰土地改良区
みらい平クリニック 三　島　地　区 ㈱中央タウンアスリード ㈲肉の菊屋 水海道地区トラック事業協同組合
みらい平こどもクリニック 伊奈ストアー ㈱筑波ゴルフコース ㈲ユニデン 谷田部印刷㈱
みらい平整形外科クリニック いなほ工業㈱ ㈱ナカジマ産業 （宗）禅福寺 横田漬物店
みらい訪問看護ステーション 癒しの愛 ㈱狸穴通信 谷　原　地　区 ㈱荒井製作所
㈱川上農場 埜口接骨院 ㈲桜屋石油 イトウガレージ ㈱クボタ
㈱常陽銀行みらい平支店 浜野商事㈱ ㈲筑波モータース 岡本医院 ㈱西郡製作所
㈱筑波銀行みらい平支店 ㈱常南部品商会 ㈲中澤産業 ツクバサッシ販売㈲ ㈱大林化学
㈱みらい平ハウジング ㈱常陸自動車 ㈲明治牛乳不動尊前宅配センター 特別養護老人ホームぬくもり荘 ㈲上野製作所
㈲エルフスポーツクラブ ㈱三光精衡所 小　絹　地　区 ハリスおじさんの修理工場 ㈲片見設備工業
㈲大久保熨斗吉商店 ㈲飯塚工務店 青木電気 古谷電器 ㈲君嶋製作所
㈲常陽観光タクシ－ ㈲と兵衛 アロマ化研㈱ プレミアムヘアー　クラウディッド ㈲斉籐商事

豊　地　区 ㈲ラ・フレッサ　 あずみ苑　ラ・テラス小絹 山中自動車整備工場 ㈲さくらの里
石丸家具センター 東　地　区 稲葉運送㈱ レストラン味楽乃 ㈲土戸商店
井関農機㈱ 伊奈工業㈱ 今川農園 ㈱飯田造園 ㈲福岡自動車
サカモト洋品店 瑞源寺 魚彦 ㈱クラ技術開発 （宗）大楽寺
浄円寺 ㈱山田組 お茶の石橋園 ㈱ケアウインド 市　外
特別養護老人ホームいなの里 ㈲千輪 オートボーイＪ’Ｓ ㈱三陽塗装商会 暁飯島工業㈱
丸松 板　橋　地　区 カフェテラス　アール ㈱ホーネストライフ  セブンイレブン 関東自動車共済協同組合
水越モータース 青木不二郎商店 関東モリ工業㈱ ㈱谷原石油 グラシアス㈱
メグミルク伊奈販売所 飯田薬局 グリーン工業㈱ ㈱四代目ねぎしや 綜合建物サービス㈱
メグミルク豊体販売所 伊奈クリニック 小菅牛乳販売店 ㈲アドバンス 千葉電気管理事務所
㈱赤塚土木興業 伊奈郵便局長 コンビ㈱ ㈲OHSサービス 松枝印刷㈱
㈱コスモソニックツーワン 永寿院 三建設備工業㈱つくばみらい技術センター ㈲小目橋商事 守谷タクシー㈲
㈱斉藤商店 大図整体院 下平新聞店 ㈲川口商事 ㈱アサヒビジネス
㈲サカグチ 掟屋 十和運送㈱ ㈲千葉製作所 ㈱アシスト
谷　井　田　地　区 鹿島物流㈱つくば支店 常磐興業㈱ ㈲ツカダオート谷原 ㈱シイナクリーン

青柳 木村造園 白石整形外科クリニック ㈲文倉建設 ㈱たんざわ
石川税務会計事務所 常総司法書士事務所 鈴木本店 ㈲本多農園 ㈱根本英建築設計事務所
茨城県信用組合伊奈支店 昭和瀝青㈱ セキショウホンダ㈱ （宗）光明院 ㈱ベルキャンパス千葉
茨城みなみ農業協同組合 寿しのまるとみ トーソー㈱ （宗）聖徳寺 ㈱松村電機製作所
うやま治療院 鈴木加工㈱ 戸塚運送㈱ （宗）東福寺 ㈲今井電気商会
永和運輸㈱ セブンイレブンつくばみらい板橋店 日産プリンス茨城販売㈱ 十　和　地　区 ㈲すざわ書店
カットハウスポトス 司化成工業㈱ 初沢電気工事店 坂野鉄工建設㈱ 個　人
協和メガネ伊奈店 東京発條㈱ 花みずき・デイサービス葵・あかねホーム 常栄エンジニアリング㈱ 関口　博
合同会社ケアワーカーズ 東光電気工事㈱ パンの家　ミル 関製作所
五洋建設 常磐接骨院 ピジョン㈱ プラントテック㈱ 他、匿名事業所２件
幸の家 取手国際ゴルフ倶楽部 ヒタチ緑化㈱ ヘアーサロンヒロ
セブンイレブンつくばみらい谷井田店 取手倉庫㈲ 不二製油㈱ 谷原建設㈱
つくばみらい市歯科医師会 中島茶舗 ふなやま内科クリニック ㈱飯田商事運輸

加入いただいた事業所等

普通会員会費
2,513,600円 会員会費合計額

４,808,4００円
（10月５日現在）

特別会員会費
334,800円
法人会員会費
1,960,000円

平成 30年度　社会福祉協議会会員加入実績報告
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Let's Try 僕たちの日曜大工教室！

　プラチナ世代対象の日曜大工教室を開催します。お気に入りの作品を作って家族を驚かせてみませんか？
少しでも興味のある方大募集します。
日　　時　全 2回のコースになります。

第１回　11月 27日（火）
第２回　11月 28日（水）

　　　　　各　回　10時 ～正午まで
会　　場　すこやか福祉館　介護教育室
対　　象　市内在住のおおむね 50～ 70歳　男性

定　　員　10名　先着順（２日間でられる方）
参　加　費　1000 円（２回分）
※家庭に日曜大工の道具がある方はお持ちください。
募集期間　11月１日（木）から 11月 16日（金）まで

※定員になり次第締切り
申　込　先　☎２５－２１０１

介護支援ポイント登録者募集

　身近なところから、自分のできる範囲で活動してみませんか？
内　　容　65歳以上の方が、市指定の介護施設にて

活動を行うと、ポイントが貯まります。
１時間１ポイントで活動し、ポイントは
交付金として転換できます。

受入施設　特別養護老人ホーム・デイサービス・グ
ループホーム等の市内 11ヶ所

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。

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

問　合　せ　☎２５－２１０１

第５回きらくやま新春カラオケ大会出場者募集 ～全曲スポットライト付！～

申込方法　下記の申込み先において参加申込書を記入
の上、参加費3,000円をお支払いください。
①すこやか福祉館及び世代ふれあいの館
②保健福祉センター内　社協支所

受付時間　午前９時～午後５時まで
①のみ土日も受付します。

問　合　せ　☎５７－１７７０

日　　時　平成 31年１月 26日（土）
午前 10時～午後４時

場　　所　世代ふれあいの館
対　象　者　市内在住の 60歳以上の方
募集人数　50名（先着順）
参　加　費　3,000 円（１曲２コーラス・昼食参加賞付）
募集期間　11月８日（木）～ 12月 10日（火）

中学生ボランティア募集　おせち弁当配布ボランティア

　毎年 12月 30 日にひとり暮らし高齢者におせち弁当の配布を行っています。中学生でボランティア活動に
興味のある方一緒に配達しませんか？
内　　容　運転・配達ボランティアさんと同行し、

高齢者宅へおせち弁当の配布を行います
実　施　日　12月 30日（日）午前 9時から
配達時間　２～３時間程度　１地区 20～ 30件程度
配達範囲　市内全域

募集人数　市内中学生　16名程度
募集期間　11月 30日（金）まで
※事前説明会を 12月２日（日）午前 10時 30 分よ
り伊奈公民館で行います。

問　合　せ　☎２５－２１０１

参加募集！！　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　① 11月 30日（金）

②平成 31年１月 25日（金）
行　き　先　①取手市　ヤオコー戸頭店、　ホーマック・

　ケーズデンキ取手店
②守谷市 ヨークベニマル守谷店

買物時間　各日　10時から 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　① 11月６日（火）～ 11月９日（金）

②平成31年１月８日（火）～１月11日（金）
申込み先　☎２５－２１０１

ツア を開催し

社協会費・共同募金を
財源に行なっています。

てみませんか？

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

平成30年8月から平成30年9月末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）

大切にします！あなたの善意大切にします！あなたの善意

・カラオケせっちゃん（代表：野原節子）39,332 円　　・松永恒男（ピアノ）　　・大木銀子（皿・鍋他）
・匿名寄附金 1名　1,000 円

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 12月12日(水)

支　所 11月14日(水)

本　所 11月 6日(火) 11月20日(火) 12月 4日(火) 12月18日(火)

支　所 11月13日(火) 11月27日(火) 12月11日(火) 12月25日(火)

社協会費・共同
募金の財源で
行っています

ありがとうございました

職 員 募 集 の お 知 ら せ
【 正規職員 】
募集職種
①介護支援専門員・社会福祉士・保健師　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、職員の定年は
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・保健師資格を取得
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 12月１日（土）
　　　　　　　　　　　筆記試験　作文試験
　　　　　・二次試験　平成30年12月下旬を予定
　　　　　　　　　　　面接試験　体力検査
申込期間　10月 25日（木）～ 11月 26日（月）
採用予定日　平成 31年 4月 1日付け

社協では、フェイスブックを使って社協の事業や出来事の情報を発信しています。皆さん、ご覧ください。

ご家庭で使っていないマッサージ機をきらくやまで活躍させてください
　「すこやか福祉館」では、毎日たくさんのお客様にマッサージ機等をご利用いただいており使用頻度が非常
に多い状況です。もし、皆様のご家庭に使用していないマッサージ機がありましたら寄付して頂けないでしょ
うか？※機種や状態によっては、ご遠慮させて頂く場合があります。 問合せ　☎５７－０１２３

【 臨時・嘱託職員 】
募集職種
①一般事務　若干名（臨時職員）
②保育士・調理員　若干名（嘱託職員）
賃金　①一般事務　時給 870 円
　　　②保育士　時給 1200 円～ 1250 円
　　　　調理員　時給 890 円
試験方法　面接試験
試験日　随時
申し込み　随時

※詳細につきましては要項（HP掲載）をご確認下さい。
※社会福祉協議会ホームページ（http://www.
tm-shakyo.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　☎０２９７－５７－０１２３　担当：赤津


