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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

2019 年７月号

　

№116

あなたの散歩が地域を守ります。
　　みらいの子どもたちに安心を！！

　社会福祉協議会では地域の安全と地域のコミュニケーションの向上を目的とし、防犯散歩ボランティア及
び防犯散歩ボランティア「スクールガード」事業を実施しております。蛍光ベスト（防犯散歩ボランティア）
蛍光ジャンパー（スクールガード）を着用し、地域の散歩をしながら見守っていただく、とてもシンプルな
ボランティア活動です。普段から散歩をされている方、これから散歩をしようと検討されている方は、ボラ
ンティアの第一歩として地域の散歩（地域の安全・子どもたちの見守り）をボランティア活動に変えてみま
せんか？

№116

子どもから高齢者まで　誰でも集えるサロンオープン

　伊奈東地区協議体が地域交流の場として企画した「ほっこりサロン＆子ども食堂」が 5 月 16 日（木）にオー
プンし、世代を超えた交流が始まりました。
　市社協では、住民主体の身近な地域での助け合い・支え合い活動を推進
するため、市内 5 地区に協議体を設立し、毎月 1 回の会議で必要な支援等
を話し合っています。伊奈東地区では、地域交流や居場所が議題に上がり、
伊奈東地区で空き家の提供を受け、ボランティアや地域の方が、清掃・水
道の修繕・庭木の剪定などを行い「ほっこりサロン＆子ども食堂」の開設
となったものです。
　当日は、地域の高齢者や親子が立ち寄り、サロンボランティアの料理や
会話を楽しみました。
開 催 日　毎月第 1・3 木曜日
時　　間　午後 1 時から
　　　　　午後 6 時まで
場　　所　伊奈東 43 － 5
※食事の利用は幼・小・中・
高 100 円、大人 200 円。
問　合　せ　☎２５－２１０１

〈防犯散歩ボランティア〉
　蛍光ベスト・防犯キャップを着用し、好きな
時間に好きな仲間と好きな地域を散歩して見
守っていただくボランティアです。

〈防犯散歩ボランティア「スクールガード」〉
　小絹小学校地区・谷井田小学校地区において
蛍光ジャンパー・防犯腕章を着用し、子どもた
ちの登下校時に散歩していただき地域の見守り
を行うボランティアです。

問　合　せ　☎５７－１７７０

会場案内図

▲ほっこりサロンで食事を楽しむ参加者
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平成 30 年度　事業報告及び決算報告
　つくばみらい市は、４人にひとりが高齢者（25.9％ Ｈ 31.4.1 現在）となり超高齢化社会を
迎えております。さらに高齢化は進展しており、要介護認定者数が急激な伸びを示すなど支援

を必要とする方々が増加しています。また一方で、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新たな福祉課題・生活課題が生じています。
　このような状況において本会は、「地域のきずなを育み　誰もが安心して暮らせるまちづくり」という基本
理念（地域福祉活動計画）の実現を目指し、地域の支えあい活動などの共助の層を厚くする取り組みを積極
的に広げてきました。
　さらに、７月の西日本豪雨災害では、市との連携によりボランティア及び職員、総勢 40 名を岡山県倉敷市
真備町に派遣、災害ゴミの搬出や泥掻き等、復興に貢献し「誰もが安心して暮らせるまちづくり」を当市の
みに限らず実践することができました。

＜社協会費と共同募金の使いみち＞
　皆さまからご協力いただいた「社協会費 4,852,000 円」や「赤い羽根共同募金 3,696,780 円」の配分金
をもとに進めた主な事業は下記のとおりです。なお、（　）内の数字は社協会費及び共同募金からの配分金で
あり、各事業の後の数字が使われた経費になります。

事業報告

決算報告

科目別収入 事業別決算額
会費収入
4,852,000 円　1.0%

その他の収入
14,739,651 円　3.1% 市受託事業

（子ども）
8,006,874 円
1.7%

前年度繰越金
11,280,350 円　2.3%

積立預金取崩収入
8,037,575 円　1.7%
園生作業収入
869,677 円　0.2%

保育事業収入
165,028,147 円

34.4%

介護保険収入
15,446,401 円　3.2%
共同募金配分金収入
3,696,780 円　0.8%
貸付事業等収入
351,000 円　0.1%

事業収入
11,846,432 円　2.5%

市受託事業
（高齢者）
17,904,258 円
3.9%

市受託事業
（障がい者）
34,976,241 円
7.6%

寄付金収入
584,695 円　0.1%

助成金収入
210,000 円　0.0%

善意銀行運営事業
1,091,601 円
0.2%

福祉資金貸付事業
324,200 円
0.1%

会費・共同募金
配分金事業
10,444,935 円
2.3%

受託金収入
211,623,515 円

44.1% 保育園事業
149,362,799 円

32.6%
市指定管理事業
（きらくやま）
91,914,258 円

20.1%

市受託事業
（介護予防）

70,152,660 円
15.3%

法人運営事業
74,193,793 円 

16.2%

経常経費補助金収入
31,530,810 円　6.5%

収入額　480,097,033 円　　支出額　458,371,619 円

●地域福祉
　　（会費1,572,800円　共募1,238,080円　他718,587円）
　　桜まつり 475,035 円
　　社協まつり 2,110,521 円
　　あかちゃんフェスタ 209,124 円
　　社会福祉大会 297,440 円
　　学習支援事業（みらい教室） 188,000 円
　　貧困対策事業等 177,886 円

●ボランティア育成
　　（会費 160,800 円　共募 100,000 円　他 358,889 円）
　　小・中学生ワークキャンプ 53,246 円
　　各種ボランティア養成講座 60,032 円
　　プラチナ世代地域参加事業 96,034 円
　　防犯散歩ボランティア（スクールガード）等 398,001 円

●生活支援
 　　（会費 699,700 円　共募 430,000 円　他 360,812 円）
　　法律相談，心配ごと相談所の運営 1,365,000 円
　　シルバービューティーサービス等 112,223 円

●高齢者福祉
　　（会費 1,606,500 円　共募 970,000 円　他 428,107 円）
　　ひとりぐらし高齢者配食サービス 1,140,131 円
　　ひとりぐらし高齢者会食サービス 203,848 円
　　小地域会食サービス 93,000 円
　　ふれあいいきいきサロン 535,642 円
　　お達者クラブ 43,200 円
　　買い物支援ぶらり旅・公用車維持費等 843,438 円

●広報啓発
　　（会費 812,200 円　共募 490,000 円　他 277,600 円）
　　広報事業（社協だより発行） 1,042,546 円
　　社協会員増強運動 167,712 円
　　印刷機維持費等 364,176 円

●歳末たすけあい
　　（共募 468,700 円）
　　サンタが街にやってくる事業 7,800 円
　　ひとりぐらし高齢者おせち弁当配布事業 460,900 円
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夏休み小学生・中学生ワークキャンプ参加者募集

日　　程　８月１日（木）～２日（金）
宿 泊 先　常総市「あすなろの里」
対 象 者　市内在住の小学 4 年生から中学 3 年生
参 加 費　1,500 円
募集人数　20 名（先着順）
そ の 他　詳細は後日参加者へ連絡します。

申込期間　７月 19 日（金）まで
申 込 先　☎２５－２１０１

　今年もワークキャンプを開催します。福祉に関する体験やキャンプ場での野外炊飯などをみんなで体験し、
楽しい夏休みの思い出を作りましょう。

実 施 日　①７月 26 日（金）　② 8 月 23 日（金）
行 き 先　①つくばみらい市　サンキ、ヨークベニマル
　　　　　②つくばみらい市　カスミ富士見ヶ丘店
買物時間　① 10 時～ 11 時 30 分
　　　　　② 10 時～ 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　①７月９日（火）～７月 12 日（金）
　　　　　②８月６日（火）～８月 ９日（金）
申込み先　☎２５－２１０１

　75 歳以上の一人暮らし及び高齢者世帯で買い物にいくのが困難な方に、送迎つきの
買い物ツアーを開催します。

参加者募集！　買い物ぶらり旅

サービス付き高齢者向け住宅 「風のすみかつくばみらい」 即 入居可能です！

入居対象：60歳以上 （老人ホーム待機者も入居可能！）

残り2部屋限定！

“サービス付き高齢者向け住宅”とはご高齢の方が介護や医療が必要になっても、住み慣れた地域で暮らして
いけるように制度化された高齢者専用の住まいです。24時間、介護職員が在中し、入居者様の心身の状態に

合わせた介護を提供します。また、介護保険事業所のリハビリ特化型デイサービスや訪問介護事業所もご利用
が可能です。

まずはお気軽にお問い合わせください！

風のすみか つくばみらい （平日 ： ～ ： ）
〒 茨城県つくばみらい市東楢戸

社会福祉協議会の役員が選任されました

会　長　小田川　浩　（市長）
副会長　豊島美智子　（母子寡婦福祉会）
副会長　古舘千恵子　（ボランティア連絡協議会）
理　事　会川　忠雄　（保護司）
理　事　飯泉　勝宏　（市保健福祉部長）
理　事　今川　英明　（市議会教育民生常任委員長）
理　事　大好三智子　（人権擁護委員）
理　事　白鳥　治代　（民生委員児童委員）
理　事　鈴木　邦彦　（商工会）

理　事　染谷　礼子　（市議会議長）
理　事　髙木　玲子　（男女共同参画推進委員）
理　事　廣瀬　有紀　（社会福祉施設）
理　事　福田　敏男　（教育長）
理　事　松本　譲二　（区長会）
理　事　横嶋　幸男　（家庭児童相談員）

監　事　中村久美子　（社会福祉事業識見者）
監　事　根本　好昭　（財務管理識見者）

　６月１１日開催の理事会及び評議員会において、本会の理事・監事が次のとおり選任されました。

任　　期　令和元年６月 11 日から令和２年度会計にかかる定時評議員会（令和３年６月予定）の終結の時まで

役　　員　（敬称略・五十音順）

社協会費・共同募金の
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 4 月から令和元年 5 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

・松本譲二　10,918 円　　・千葉土建組合（伊奈分会）4,000 円　
・匿名寄附金（1 名） 4,600 円　　・吉田正道　マッサージ機

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 8月14日(水)

支　所 7月10日(水)

本　所 7月 2日(火) 7月16日(火) 8月 6日(火) 8月20日(火)

支　所 7月 9日(火) 7月23日(火) 8月13日(火) 8月27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

随時募集中！『社会福祉協議会会員募集』のお知らせ

　子育て中の方を対象として、地域で楽しく子育てす
るための講演会を開催します。講演会を通して地域の
仲間と一緒に子供の成長を考えていきましょう‼
※託児付きとなっておりますので、お子様連れでお気軽にご参加ください。

「みんなで応援‼ 地域で子育て講演会」
参加者募集

会　　場　保健福祉センター（第 1・3 土曜）
　　　　　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（第 1 月曜日）
　　　　　※祝祭日の時は翌週
受付時間　９時 30 分～ 11 時 30 分

日　　時　１日目　８月 19 日（月）午前 10 時～正午
　　　　　　　　　講師：常磐大学教授　水口　進　氏
　　　　　２日目　８月 30 日（金）午前 10 時～正午
　　　　　　　　　講師：菩提寺　宗子　氏
会　　場　保健福祉センター
募集人数　30 名
託　　児　15 組
申込期間　7 月１日（月）～７月 30 日（火）
申 込 先　☎２５－２１０１

問　合　せ　☎５７－０２０５

　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。
おもちゃは直接会場にお持ちください。また、
不要になったおもちゃもお預かりします。こ
われていても構いません。

こわれたおもちゃ無料で直します

　社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき、各市町村に必ず設置されています。社会福祉法人という法人格
をもち、地域福祉を推進する中心的な役割を担い、福祉の問題や課題に即した様々な事業を展開しております。
　その中には、地域の皆さまの「支え合い・助け合い」活動を促進するため、法律や諸制度にはない取り組み（活
動）が行われており、会費はこれらの事業を実施するための貴重な財源となります。
　皆さまのご理解、ご支援をよろしくお願い申し上げます。
［会費の種類と会費（年額）］
　普通会費…一世帯　 ３００円　普通会費は、市内の各世帯からご協力いただいています。
　特別会費…一口　１，０００円　特別会費は、特に社協事業にご賛同いただける個人・団体・事業所の皆さまからご協力いただいています。

なお、本会の趣旨にご賛同いただける行政区未加入の方は、ご都合にあった方法で受付ております。

▼社会福祉協議会の窓口で　　 ▼希望される方のご自宅で
※行政区に加入されている方につきましては、区長さん・自治会長さんを通して加入されていると思いますので、

確認のうえご協力をお願いします。


