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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

2019 年５月号

№114114

社会福祉協議会の電話番号が変わります社会福祉協議会の電話番号が変わります

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！

　３月 30日（土）から４月７日（日）の９日間、きらくやまふれあいの丘で『第６回きらくやま桜まつり』
を開催しました。
　今年は夜桜ライトアップのほかに孟宗竹を使って『みらいりんぞう君』の竹オブジェをボランティア団体『木
楽工房』さんが作製し設置しました。桜まつりに来場された方々は、巨大なオブジェの前で記念撮影してい
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は好評で大繁盛でした。
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。

　５月１日より、つくばみらい市社会福祉協議会本所（きらくやま すこやか福祉館内）の電話番号が
０２９７－５７－０２０５となります。
　これは、「すこやか福祉館」と「社会福祉協議会」の電話番号を分けることによって、市民の皆さまへのわ
かりやすさと利便性を高めるためへの対応です。
　なお、すこやか福祉館については、０２９７－５７－０１２３のまま変更はありません。
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共同募金・社協会費の
財源で行っています。

▲ドキドキしたけど
　　楽しかった乗馬体験

▲ＢＢＱを楽しむ風景

▲小田川会長と『木楽工房』さん
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地域福祉事業
○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）
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

法人運営事業 42,958 千円
日常生活自立支援事業 8,605 千円
退職手当積立事業 25,855 千円
地域コミュニティ事業 1,994 千円
ボランティア育成事業 494 千円
生活支援事業 1,667 千円
高齢者支援事業 3,451 千円
広報啓発事業 1,642 千円
歳末助け合い事業 462 千円
善意銀行運営事業 1,303 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 28,794 千円
理解促進等地域支援事業 1,387 千円
ふれあい第１保育園事業 77,565 千円
ふれあい第２保育園事業 88,728 千円
すこやか福祉館管理運営事業 66,144 千円

　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、ホームページにてご覧いただけます。

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
補助事業
○日常生活自立支援事業
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
○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）
○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、福祉団体支援事業
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

世代ふれあいの館管理運営事業 32,803 千円
地域ケアシステム推進事業 6,256 千円
有料在宅福祉サービス事業 3,092 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 7,951 千円
ふれあい定期便事業 11,950 千円
介護用品支給事業 2,121 千円
理髪サービス事業 644 千円
福祉移送サービス事業 2,740 千円
福祉団体支援事業 2,673 千円
地域包括支援運営事業 81,460 千円
在宅医療・介護連携推進事業 3,239 千円
認知症施策推進事業 3,117 千円
地域ケア会議推進事業 168 千円
生活支援体制整備事業 8,903 千円
介護支援ポイント事業 651 千円
元気アップ教室事業 2,404 千円
一般会計収入支出予算　　　　　合計 524,389 千円

一般会計予算

平成 31年度の事業計画と予算
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募集　ボランティア・市民活動応援助成事業

対象団体　市内に在住し 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
に次の対象事業を行う団体

対象事業　・住民参加による助け合い活動またはそれを応
援、促進する事業
・高齢者や障がい者を支援する事業
・子育て支援、児童生徒・青少年に対する育成事業
（スポーツ少年団等の活動は除く）
・社会参加を促進する事業や社会復帰を支援する事業
・地域防災や防犯を促進する事業

助成金額　１団体最高５万円（同一年度に複
数の事業申請はできません）

受付期間　５月 24日（金）まで　※土・日・
祝日は受付不可

申込方法　既定の申請書に必要事項を記入の
うえ、添付書類を添えて提出。申
請書は下記問合せ先からお取り寄
せください。

問　合　せ　☎２５－２１０１

　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拡げるためにご活用ください。ご応募お待ちしています。

実　施　日　① 5月 24日（金）　② 6月 28日（金）
行　き　先　①守谷市　西友楽市
　　　　　②守谷市　ミスターマックス守谷店・カスミ
買物時間　① 10：00～ 11：30
　　　　　② 10：00～ 11：30

運転ボランティア：月 2～ 3回程度、事業に関する
送迎（買い物送迎、その他外出の送迎）

利　用　料　１時間あたり 600 円
　　　　　※利用会員が協力会員に支払う報酬額

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

ポイント　１時間１ポイント（１日２ポイントが上限）
　　　　　※１ポイント100円、年間5,000円が上限
受入施設　市内 11ヶ所の介護保険施設
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。

参　加　費　無料（購入品については自己負担）
申込み日　① 5月 7日（火）～ 5月 10日（金）
　　　　　② 6月 11日（火）～ 6月 14日（金）
申込み先　☎２５－２１０１

調理ボランティア：月 1～ 2回程度、現在活動して
いるグループに加わる、もしくは個人としての活動
問　合　せ　☎２５－２１０１

サービス内容　掃除，洗濯，食事の支度，買い物、通院介助，話し相手など
問　合　せ　☎５７―０２０５

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

　75歳以上の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。

　市指定の介護施設で活動すると、ポイントになります。貯まったポイントは交付金として転換できます。

　社会福祉協議会では様々な事業で運転ボランティア・調理ボランティアの方が活躍し
ています。ボランティア活動を始めてみたい方、ぜひ一緒に活動してみませんか？

　高齢者や障がいのある方、産前産後の方が家庭で困っているときに地域で支え合う会員制の有料サービス
です。空いている時間を活用して、日頃の家事や子育てなどの経験を活かしてみませんか？

参加募集！！　買い物ぶらり旅

運転・調理ボランティア募集

有料在宅福祉サービス協力会員を募集しています

介護支援ポイント　登録者募集

共同募金・社協会費の
財源で行っています。
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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
　　　　　☎ 0297-57-0205　  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31年２月から平成31年３月末まで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

・匿名寄附金（2名）　1,013 円
・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　車イス　　・匿名寄付　ロデオボーイ

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 ☎ 57-0205　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12日(水)

支　所 5月 8日(水)

本　所 5月 7日(火) 5月21日(火) 6月 4日(火) 6月18日(火)

支　所 5月14日(火) 5月28日(火) 6月11日(火) 6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

介護用品助成券事業

　ボランティアグループ「フレンドリーみらい」は市内の支援学級、支援学校に通
う障がいのある子どもたち（卒業生含む）と休日を一緒に楽しむ活動をしています。
活動日は主に土日（月１～２回程度）になります。
　私達と一緒に活動してみませんか？

フレンドリーみらい会員募集

報　　酬　１時間あたり 700 ～ 900 円
※資格は不要です（やる気があって、お子さんが好
きな方なら大歓迎）

事前に会員登録と入会金 1,000 円が必要となります。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。
問　合　せ　☎５７－０２０５

問　合　せ　☎２５－２１０１

　空いている時間を利用してお手伝いをしてみませんか？子育ての応援をしてほしい人（利用会員）が、応
援したい人（協力会員）のサポートを得て、地域で支えあう会員制（有料）のサービスです。主な活動は送迎、
お預かりなどです。

ファミリーサポートセンター協力会員大募集！！

　在宅で寝たきりや認知症の高齢者などを介護する方に、紙おむつや尿取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。）

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　　☎５７－０２０５
　　　　　市役所介護福祉課　☎５８－２１１１
　　　　　　　　　　　　　　　（内線 4301）


